はじめに
2011 年 3 月の東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に対し、我が国で唯一の原子力に関
する総合的な研究開発機関である国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下、
「原子力機構」
という。）は、事故対応の取組みを強化・推進するため、理事長を本部長とする福島技術本部を設
置し、原子力機構の総力を結集して、事故対応や放射性物質による環境汚染対策のための活動を進
めてまいりました。平成 26 年度からは、機構改革の一環として福島研究開発部門に改組し、福島
第一原子力発電所事故への対処を原子力機構の最も重要な事業と位置付け、廃止措置や環境回復の
ための研究開発などに取り組んでいます。
事故から 5 年近くが過ぎ、緊急時の対応の段階から廃止措置や環境回復を着実かつ早期に実現す
るための対応に移っていることを踏まえ、原子力機構のリソースをより効果的に活用しながら原子
力機構が果たすべき役割やその対応方針等をグランドデザイン（総合戦略）として策定し、これを
常に見直しながら業務に取り組んでいます。今後とも廃止措置や環境回復に係るニーズの変化を的
確に把握し、選択と集中により最大限の成果を挙げるよう努力いたします。
廃止措置に関しては、福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップに基づき、
燃料デブリの性状把握や放射性廃棄物の処理・処分に係る研究開発を中心に取り組んでいます。昨
年 4 月には産学官が一体となって廃止措置研究を推進するための廃炉国際共同研究センター
(CLADS)を設置した他、遠隔操作機器等の開発実証施設としての楢葉遠隔技術開発センターについ
ては、研究管理棟が完成し同年 10 月に開所式を行いました。また、喫緊の課題である汚染水問題
については、国や東京電力の要請に応じて組織横断的かつ機動的に対応する他、サイト内で採取し
た試料の放射性核種分析等を行っています。さらに、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対しては、
専門的な知見・技術情報をタイムリーに提供するなど、廃炉戦略の策定等に貢献してまいります。
環境回復に関しては、昨年 10 月に、研究拠点となる環境創造センター（南相馬市）が開所し、
また、本年には三春町施設のうち研究棟が開所します。同センターを中心として活動を展開してま
いります。福島県内を中心とした環境放射線のモニタリング等を行い、得られた空間線量率や放射
性セシウムの沈着量等のデータは整理してインターネットを通じて情報を発信しています。また、
将来の放射性物質の状況を予測するために環境中での放射性物質の移行等の調査を行い、得られた
データから予測モデルを開発している他、放射性セシウムの吸着機構解明に係る基礎研究について
も着実に進めているところです。さらに、福島県からの依頼により移動式ホールボディカウンター
車等による内部被ばく測定を継続している他、住民の方の不安・疑問に対するコミュニケーション
活動として「放射線に関するご質問に答える会」等につきましても継続して実施いたします。
本誌は、原子力機構における研究開発等の活動で得られた最新のトピックスを皆様に広くご紹介
するために取りまとめたものです。日頃より、原子力機構の活動にご理解いただいている皆様方に
は、この場をお借りして感謝を申し上げるとともに、今後とも、関係府省庁、自治体、住民の方々
より、ご指導、ご協力をいただきながら、廃止措置の推進や事故により被災した地域の一日も早い
復興に貢献できるよう努めてまいります。
2016 年 1 月
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福島研究開発部門における研究開発体制と取組の概要
―「廃止措置に向けた取組」及び「環境回復に向けた取組み」―
廃炉国際共同研究センター 研究推進室 宮本 泰明
福島環境安全センター 放射線監視技術開発グループ 志風 義明

廃止措置に向けた取組
 原子力機構では、
東京電力㈱福島第一原子力発電所
（1F）
で事故が発生した当初から、炉内で溶融した燃料デブリ
の取出しに関する研究、大量に発生した放射性事故廃棄
物の処理・処分に関する研究、等の廃炉に向けた研究を
行ってきています。また、平成 27 年 4 月に廃炉国際共同
研究センター（CLADS）を設置して廃炉に向けた研究開
発を加速しています。
 CLADS での具体的な取組みとして、国内外の英知を
結集する場の整備、国内外の廃炉研究の強化、中長期的
な人材育成機能の強化、情報発信機能の整備を掲げてお
り、廃炉に向けた研究開発の中核としての役割を担って
います。当面は、東海、大洗地区の既存の施設を活用し
て研究開発を進めますが、福島での研究開発拠点として
原子力機構が整備中の「楢葉遠隔技術開発センター（平
成 27 年度～）
」
、
「大熊分析・研究センター（平成 29 年度
～）を活用した共同研究事業を順次開始する予定です。
また、多様な分野の基盤的な研究開発に関し、外部の研
究者が自由に共用できる研究開発拠点として福島県内に
「国際共同研究棟」を整備し、基盤的な研究開発と現場
での技術の連携を図り、大学等の参画により人材育成の
場として活用していきます。

炉心状況の把握に向けて
 1F の廃止措置を進める上では、炉内でどの様な事象が
起こっていたのかを把握することが重要になります。直
ちに炉内を観察することはできませんので、炉内で起き
たことを実験や計算により評価しています（1-1～1-3）
。
作業者の被ばくを低減し 1F 内での作業を安全に進め
るためには遠隔除染を効果的に行う必要があり汚染源の
種類や床・壁などへの浸透状況の把握が不可欠になりま
す。このために、1F で採取した試料を輸送し汚染性状の
評価を詳細に行っています（1-4）
。
 炉内状況を観察する手法も整備を進めており、原子炉
内部の観察技術として、耐放射線性光ファイバを活用し
たデブリ等の組成分析を遠隔検地可能なレーザー生成プ
ラズマ発光の原子分光（LIBS）技術を利用したプローブ
の開発を実施しています（1-5）
。
 また、廃止措置作業は長期に渡り、構造材料が健全で
あることが不可欠です。事故当初に冷却のために原子炉
に注入された海水が原子炉格納容器や圧力容器材料の腐
食に及ぼす影響評価を実施しています（1-6）
。


燃料デブリの取出しに向けて
 燃料デブリがどの様な特性を持っているのかを事前に
把握しておく必要があるため、燃料デブリの物理的な物
性値や燃料デブリに含まれるガドリニウム、鉄の状況に
ついて模擬デブリを用いた試験で評価しています。また、
6

1F では損傷した原子炉圧力容器から高温の燃料デブリ
が流下して格納容器底部のコンクリートと反応する
MCCI が発生しており、この反応を模擬した試験を実施
して反応生成物の特性を評価しています（2-1～2-4）
。ま
た、燃料デブリの分析を行うためには溶解することが必
要であり、スリーマイル島原子力発電所（TMI-2）燃料
デブリを用いた溶解試験を実施しています（2-5）
。
 燃料デブリ取出しを含めた 1F の廃炉工程を検討する
ためには原子炉内部の線量分布を把握し、放射線遮へい
措置を行い作業者の安全を確保することが必要になりま
す。圧力容器や格納容器内の線量分布を直接測定するこ
とは困難なため、様々なデータの最新知見を用いて解析
的に線量分布評価を実施しています（2-6）
。
 燃料デブリを取出すためには、切断技術（2-7）
、再臨
界防止技術（2-8）
、非破壊での核物質量測定技術（2-9）
が必要となることから、これらの技術についても検討を
進めています。

放射性廃棄物の処理・処分に向けて
放射性廃棄物の性状を把握するためには汚染核種の組
成等を把握する必要があり、このために 1F 構内から伐採
木やガレキなどの試料を採取して汚染核種の分析評価を
実施しています（3-1）
。核種インベントリについては、
解析的手法に基づく評価と分析結果に基づく評価の両面
からの評価を実施しています（3-2）
。また、汚染水処理
二次廃棄物についても試料を採取して吸着している放射
性核種の分析評価を実施しています（3-3）
。
 放射性廃棄物の安定保管に関しては、廃棄物保管容器
の腐食特性の評価を実施しています（3-4）
。処理技術に
関しては、文献調査や基礎試験の実施により技術情報の
集約拡充を行っています（3-5）
。また、処分技術に関し
ては、適切な処分概念構築と安全評価のための基盤技術
の整備を行っています（3-6）
。

使用済燃料プールから取り出した燃料の処理に向け
て
1F 事故時には冷却のために使用済燃料プールに海水
を注入したため、燃料集合体の腐食が懸念されます。燃
料集合体材料の健全性評価やプール内燃料等の処理につ
いての検討を実施しています（4）
。

研究基盤の構築などの取り組み
1F 廃止措置の推進に必要な遠隔操作機器や放射性廃
棄物の分析・研究に関する技術基盤を確立するため、福
島県内に研究開発拠点の整備を進めています（5-1）
。ま
た、1F における喫緊の課題に対応するため、タスクフォ
ースを設置して専門家による支援を行っています（5-2）
。

２．環境再生への取組み㻌
「福島復興再生基本方針」
（平成 24 年 7 月閣議決定）
に基づく取組みを的確に推進するための「環境創造セン
ター中長期取組方針」
（福島県環境創造センター運営戦略
会議）や同方針で策定される方針等に基づいて、住民が
安全で安心な生活を取り戻すために必要な環境回復に係
る研究開発を進めています。
環境動態研究㻌
環境中の放射性セシウムの挙動を評価し、その結果を
各自治体等へ提供することで貢献する環境動態研究を進
めています。
生活圏における被ばく線量の将来予測に当たっては、
山地森林から河川を通じて移動・堆積する放射性セシウ
ムの動態を定量的に把握することが必要とされています。

その長期的変化の把握を目的として、福島長期環境動態
研究プロジェクト（F-TRACE）を進めています。その中
で、放射性セシウム分布等に関する森林・ダム・河川に
おける調査及び予測モデルの開発を行っています（6-1）
。
また、海洋汚染範囲の予測や迅速なモニタリング計画
策定に資するために、1F 事故により海洋に放出された放
射性セシウムの海底付近での動態把握のための捕集装置
を用いた調査及び 1F からの汚染水の拡散状況の把握の
ための濃度マップ作成用の計算に取り組みました。
（6-2）
。
環境モニタリング・マッピング技術開発㻌
生活圏のモニタリング、個人線量評価技術の提供を行
うとともに、未除染の森林、河川、沿岸海域等の線量評
価手法の確立を目指す環境モニタリング・マッピング技
術開発を行っています。
1F 事故によって拡散した放射性物質による汚染状況
や空間線量率の推移を明らかにするために、福島県近隣
地域において有人ヘリを用いた航空機モニタリングや
1F 近傍において無人ヘリを用いた詳細な放射線モニタ
リングを実施するともに、その中間規模のエリアを対象
に小型無人航空機を用いた放射線モニタリングシステム
を開発しました。また、池・湖・ダム等の水底の放射性
物質濃度分布の測定手法や、生活・農業用水の安全確認
のために現地にてリアルタイムに放射性セシウム濃度を
測定する水モニタリング車を開発しました（7-1）
。
車や人による放射線モニタリング・Ge 検出器によるエ
ネルギースペクトル測定から、空間線量率分布・放射性
核種の土壌への沈着量分布やそれらの経時変化の特徴を
明らかにしました。また、福島県空間線量率情報発信事
業では路線バスに搭載したKURAMA-II の測定結果を迅
速に提供し、各機関のデータを一元的に集約する環境モ
ニタリングデータベースを構築しました（7-2）
。
 放射性核種の濃度測定や多種多様の試料分析の手法の
高度化として、Ge 半導体検出器を用いたガンマ線放出核
種濃度定量の信頼性を向上させました。さらに、Ge 検出
器を用いた試料測定に関して品質管理体系を整備し、
ISO／IEC17025:2005 規格の認定を取得しました。さら
に、放射性トリチウム及びストロンチウム分析技術の高
度化にも取り組みました（7-3）
。

除染・減容技術の高度化㻌
除染で発生する除去土壌等の管理に係る負担低減に貢
献するために、放射性セシウムの移行メカニズムの解明
等を行うとともに、その成果を活かした合理的な除染・
減容技術の高度化の検討を行っています。
放射性セシウムが付着したごみを焼却する炉内のセシ
ウムの挙動の理解は安全・安心の観点から重要です。そ
こで排ガスに含まれるセシウムの挙動や捕集メカニズム
の物理モデルを構築し、セシウムの主灰と飛灰への付着
を評価する挙動解析コードの開発を進めています（8-1）
。
また、土壌中のセシウムは主に雲母類粘土鉱物に強く
吸着されており、そこからセシウムを分離できれば除染
で発生する廃棄土壌の減容化の可能性があるため、第一
計算原理手法を用いて吸着形態を解明しました（8-2）
。
㻌
福島の環境回復に向けたその他の活動㻌
放射線による被ばく線量の評価を適正化及び除染を推
進するための国・自治体への支援を通して、福島の環境
回復に向けたその他の活動も行っています。
屋外で子供が遊ぶ場合に不注意によって土壌を摂取す
ることが考えられ、この被ばく経路からの線量について
情報提供が求められています。そこで消化器系を模擬し
た実験により評価した放射性セシウムの吸収率等を基に、
砂遊びによる土壌の直接摂取による内部被ばく線量を評
価しました（9-1）
。
また、環境省の要請による除染効果の維持確認調査・
本格除染事業の試験施工への立会いや評価・除染技術実
証事業に係る技術支援を行いました。また、福島県内の
除染推進のために自治体へ専門家を派遣して、除染技術
相談・指導や現地調査・住民説明会の支援を行うと共に、
除染活動支援システム（RESET）の開発による自治体の
除染計画作成の支援も行っています。さらに、最終処分
する廃棄物量の低減及び処分コストの軽減が重要であり、
環境省からの受託研究として除染土壌等の効果的な減容
処理の技術開発戦略・低汚染濃度の土壌の再利用のため
の安全性評価や技術開発に取り組んでいます（9-2）
。
㻝㻲 関連情報の幅広い収集と発信㻌
1F 事故関連の研究成果を広く活用してもらうために、
1F 関連情報の幅広い収集と発信を行っています。
恒久的なアクセスを確保し、検索利便性を向上させ、
学会発表等における口頭発表情報も収録した「福島原子
力事故情報関連アーカイブ」
、原子力機構による成果をま
とめた「研究開発成果検索・閲覧システム（JOPSS）
」
の公開により情報発信しています（10-1）
。
また、放射線について正しく理解し不安を和らげるこ
とを目的に「放射線に関するご質問に答える会」を、さ
らに、学生の人材育成活動として、放射線測定や模擬住
民説明会などの体験型学習も行っています（10-2）
。
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１ 原子炉の状況を知る
1 原子炉の状況を知る
― 廃炉戦略立案のための事故進展把握と事故後状況把握 ―
―廃炉戦略立案のための事故進展把握と事故後状況把握―
廃炉国際共同研究センター長
東京電力㈱福島第一原子力発電所（1F）の 1 ～ 3 号機
は電源喪失により炉心損傷に至りました。しかし、それ

東京電力㈱福島第一原子力発電所（1F）の 1〜3 号機は
ぞれの炉で実際に何が起きたのか、格納容器の中が現在
電源喪失により炉心損傷に至りました。しかし、それぞ
どのようになっているかは、必ずしも明らかになってい
れの炉で実際に何が起きたのか、格納容器の中が現在ど
ません。事故後にコンピュータ・プログラムを用いたシ
のようになっているかは、必ずしも明らかになっていま
ミュレーションによってある程度の推定が行われ、また、
せん。事故後にコンピュータ・プログラムを用いたシミ
宇宙線（ミューオン）を用いた炉心部分の透視や、ロボッ
ュレーションによってある程度の推定が行われ、また、
トによる格納容器内の観察が試みられていますが、崩壊、
宇宙線 ミューオン を用いた炉心部分の透視や、ロボッ
溶融したと考えられている燃料物質が、原子炉内あるい
トによる格納容器内の観察が試みられていますが、崩壊、
は原子炉より下方のどこにどのような状態で分布してい
溶融したと考えられている燃料物質が、原子炉内あるい
るか、炉心損傷にともなって放出された放射性物質がど
は原子炉より下方のどこにどのような状態で分布してい
こにどのように付着しているかなどは、未だに詳らかで
るか、炉心損傷にともなって放出された放射性物質がど
はありません。格納容器内の探査は今後さらに進展が期
こにどのように付着しているかなどは、未だに詳らかで
待されますが、強い放射線下での作業であることから、
はありません。格納容器内の探査は今後さらに進展が期
得られる情報にはやはり限りがあります。基礎基盤的な
待されますが、強い放射線下での作業であることから、
検討によって、それらの情報を適切に補うことが期待さ
得られる情報にはやはり限りがあります。基礎基盤的な
れています。
検討によって、それらの情報を適切に補うことが期待さ
れています。
そのため、格納容器や原子炉容器の内部を観察し分析
そのため、格納容器や原子炉容器の内部を観察し分
する遠隔技術とともに、基礎的なデータの拡充によって、
析する遠隔技術とともに、基礎的なデータの拡充によっ
シミュレーション技術を高度化することが必要です。ま
て、シミュレーション技術を高度化することが必要です。
た、現在の原子炉、格納容器、建屋の状況把握と、今後
また、現在の原子炉、格納容器、建屋の状況把握と、今
長期にわたるそれらの構造の安定性についても正確な見
後長期にわたるそれらの構造の安定性についても正確な
通しを持つことも大切です。
見通しを持つことも大切です。
上記の観点から、次のような取組みを進めています。
上記の観点から、次のような取組みを進めています。
(1)
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廃炉国際共同研究センター長 小川 徹
り込んで最新のシミュレーションコードに反映されてき

ていますが、廃炉の方法を立案するには、もっと詳細な

ていますが、廃炉の方法を立案するには、もっと詳細な
レベルでの事故進展把握ができるようになることが望ま
レベルでの事故進展把握ができるようになることが望ま
れています（図 1）
。
れています（図 1）
。
以下には今年度の取組みの成果をまとめてあります。
以下には今年度の取組みの成果をまとめてあります。
すまわち、セシウムの高温でのステンレスへの付着挙動
すまわち、セシウムの高温でのステンレスへの付着挙動
の評価、BWR 炉底部の構造を考慮した溶融物の落下挙
の評価、BWR 炉底部の構造を考慮した溶融物の落下挙動
動の解析、圧力容器底部の破壊条件の把握といった研究
の解析、圧力容器底部の破壊条件の把握といった研究で
です。これらに加えて、BWR
の炉心の構造や制御棒に
す。
これらに加えて、BWR の炉心の構造や制御棒に含ま
含まれるホウ素が炉心構造の崩壊にどのように影響する
れるホウ素が炉心構造の崩壊にどのように影響するかを
かを明らかにする試験、解析にも着手しています。
明らかにする試験、解析にも着手しています。
デブリ回収戦略と事故進展把握
福島第一原子力発電所（1F）事故では炉心溶融が
デブリ回収戦略と事故進展把握
起きたと考えられています。そのため、溶融後の炉
福島第一原子力発電所 1F 事故では炉心溶融が起き
心物質の分布、性状を把握しながら、炉底部等に落
たと考えられています。
そのため、
溶融後の炉心物質の
下した炉心物質（デブリ）
へのアクセスの仕方を決
分布、
性状を把握しながら、炉底部等に落下した炉心物
めていくことになります。
質 従来言われている典型的な炉心溶融事故の進展は
デブリ へのアクセスの仕方を決めていくことにな
ります。
スリーマイルアイランド 2 号機（TMI-2）の事故後
従来言われている典型的な炉心溶融事故の進展はスリ
調査に基づいています。しかし、1F
の事故進展は
ーマイルアイランド
2 号機 TMI-2 の事故後調査に基
TMI-2 とはかなり違っていた可能性があります。
づいています。
しかし、1F の事故進展は TMI-2 とはか
例えば、事故シナリオによっては、炉心を支持し
なり違っていた可能性があります。
ている領域が早期に破損してしまい、TMI-2 の場合
例えば、事故シナリオによっては、炉心を支持してい
のようには炉心部に溶融した燃料のプール（溶融コ
る領域が早期に破損してしまい、TMI-2 の場合のよう
リウム）が形成されなかった可能性もあります。こ
には炉心部に溶融した燃料のプール 溶融コリウム が
のような現象の解明を通じて、1F の廃炉戦略立案
形成されなかった可能性もあります。このような現象の
に貢献していきます。
解明を通じて、1F の廃炉戦略立案に貢献していきます。

事故進展把握に係る研究

これまでの軽水炉のシビアアクシデント
事故進展把握に係る研究
（SA）に係る
これまでの軽水炉のシビアアクシデント（SA）に係る
見方は、米国で起きたスリーマイルアイランド 2 号機
見方は、米国で起きたスリーマイルアイランド 2 号機
（TMI-2）事故後の調査に基づいています。
TMI-2 事故後の調査に基づいています。
その知見を、SA を模擬した様々な大規模試験によっ
その知見を、SA を模擬した様々な大規模試験によって
て補って来ました。TMI-2 は加圧水型軽水炉（PWR）で
補って来ました。TMI-2 は加圧水型軽水炉 PWR であり、
あり、1F は沸騰水型軽水炉（BWR）です。BWR では原
1F は沸騰水型軽水炉 BWR です。
BWR では原子炉の中
子炉の中で水が沸騰するので、原子炉内の上部に蒸気を
で水が沸騰するので、原子炉内の上部に蒸気を分離・乾
分離・乾燥するための大きな気水分離器と蒸気乾燥器が
燥するための大きな気水分離器と蒸気乾燥器が備えられ
備えられています。これら表面積の大きな構造物に、事
ています。これら表面積の大きな構造物に、事故で放出
故で放出された放射性物質がどのように付着するかは、
された放射性物質がどのように付着するかは、廃炉作業
廃炉作業の計画に大きな影響を持ちます。また、これら
の計画に大きな影響を持ちます。また、これらの構造物
の構造物が上方にあるために、BWR では制御棒を原子
が上方にあるために、BWR では制御棒を原子炉の底の方
炉の底の方から出し入れする方式をとっています。した
から出し入れする方式をとっています。したがって、
がって、PWR
に比べて炉心より下の部分の構造が複雑
PWR に比べて炉心より下の部分の構造が複雑かつ大き
かつ大きくなっています。PWR
でも、実は、溶融した
くなっています。PWR でも、実は、
溶融した炉心が原子
炉心が原子炉容器の底に落ちてから後のことは正確には
炉容器の底に落ちてから後のことは正確には分からない
分からないのですが、BWR
では炉心の構造や材料がす
のですが、BWR では炉心の構造や材料がすでに
PWR と
でに
PWR と違っているうえに、炉底部分の構造が複雑
違っているうえに、炉底部分の構造が複雑なので、この
なので、この不確実性はいっそう大きくなります。
不確実性はいっそう大きくなります。
これらの
これらのBWR
BWRの構造の影響は、過去の試験結果も繰
の構造の影響は、過去の試験結果も繰
り込んで最新のシミュレーションコードに反映されてき

小川 徹

図  福島第一原子力発電所 ～ 号機で考えられる事象推移


下での腐食、防食の研究を進めています（図 3）
。
(2)

事故後状況把握に関する研究

現在、格納容器内の雰囲気の線量は 10Sv/h にも達し

 事故後状況把握に関する研究
ています。格納容器を覆う原子炉建屋でも高いところで

現在、
格納容器内の雰囲気の線量は
10Sv/h にも達して
は数
100mSv/h
を超えています。これらの線量がどのよ
います。格納容器を覆う原子炉建屋でも高いところでは
うな種類の汚染に起因するのかは、除染を始めとする廃

数 100mSv/h を超えています。これらの線量がどのよう
炉計画の立案で最も重要な情報となります。このような
な種類の汚染に起因するのかは、除染を始めとする廃炉
事故後状況把握に関してしなければならないことは、き
計画の立案で最も重要な情報となります。このような事
わめて多岐に渡りますが、昨年度の成果としては、建屋

以上のような原子炉の状況を知るための試験、研究で
は、廃炉計画の立案段階にとどまらず、作業の進捗に応
じて、今後も数多くの課題が出てくることが予想されま
す。基礎基盤の立場から様々な課題を早めに見通し、必
要な知見、ツールを提供してまいります。

故後状況把握に関してしなければならないことは、きわ
のコンクリートの一部をくり抜いた、いわゆるコアサン
めて多岐に渡りますが、昨年度の成果としては、建屋の
コンクリートの一部をくり抜いた、いわゆるコアサンプ
た。今後、建屋内外でのこのような調査を拡充していき、
ルについて汚染の形態や、深さ方向の分布を調べました。
除染方法立案に役立てていきます。
今後、建屋内外でのこのような調査を拡充していき、除
建屋とは違って、格納容器の内側はまだそう簡単にサ
染方法立案に役立てていきます。
ンプルを採って来れる状況にはありません。そこで、過
建屋とは違って、格納容器の内側はまだそう簡単にサ
去にウラン濃縮法の研究で培ったレーザー利用技術を
ンプルを採って来れる状況にはありません。そこで、過
ベースとして、光ファイバーを介して遠隔から観察、測
去にウラン濃縮法の研究で培ったレーザー利用技術をベ
定、分析を可能とする技術開発に取り組んでいます（図
ースとして、光ファイバーを介して遠隔から観察、測定、
2）。そこでは、近赤外領域の光を用いることで、耐放
分析を可能とする技術開発に取り組んでいます（図 2）
。
射線光ファイバーを介して様々な高度の分析が可能とな
そこでは、近赤外領域の光を用いることで、耐放射線光
ることを実証してきています。この技術は格納容器内の
ファイバーを介して様々な高度の分析が可能となること
高放射線場での利用が最終の目標ですが、炉外の様々な
を実証してきています。この技術は格納容器内の高放射
高放射性汚染物質の性状把握にも役立てることができま
線場での利用が最終の目標ですが、炉外の様々な高放射
す。
性汚染物質の性状把握にも役立てることができます。
プルについて汚染の形態や、深さ方向の分布を調べまし

図  福島第一原子力発電所の原子炉格納容器内の環境を模擬
したγ線照射下腐食試験

以上のような原子炉の状況を知るための試験、研究で
は、廃炉計画の立案段階にとどまらず、作業の進捗に応
じて、今後も数多くの課題が出てくることが予想されま
す。基礎基盤の立場から様々な課題を早めに見通し、必
要な知見、ツールを提供してまいります。

図  炉内レーザーモニタリング・内部観察プローブの概要

もう一つ大事な分野に、建屋、格納容器、圧力容器の
もう一つ大事な分野に、建屋、格納容器、圧力容器の
長期健全性の評価があります。廃炉の完遂までは長い年
長期健全性の評価があります。廃炉の完遂までは長い年
月がかかることは不可避です。単純な経時変化に加えて、
月がかかることは不可避です。単純な経時変化に加え
1F の構造材では、事故時の高い温度にさらされたり、冷
て、1F の構造材では、事故時の高い温度にさらされたり、
却のために海水を注入したりという、難しい要因が加わ
冷却のために海水を注入したりという、難しい要因が加
っています。このようなことを考慮して、材料の放射線
わっています。このようなことを考慮して、材料の放射
下での腐食、防食の研究を進めています（図 3）
。
線下での腐食、防食の研究を進めています（図 3）。

図  福島第一原子力発電所の原子炉格納容器内の環境を模擬
したγ線照射下腐食試験
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炉内で起きたことを実験
･ 計算により評価する⑴
原子力基礎工学研究センター 性能高度化技術開発グループ 中島 邦久、フィデルマ ジュリア ディレンマ、
―ステンレス鋼へのセシウム付着挙動を評価する―

― ステンレス鋼へのセシウム付着挙動を評価する ―

山下 真一郎、鈴木 知史、逢坂 正彦
  

原子力基礎工学研究センター
性能高度化技術開発グループ
表面に形成される酸化膜中に
Cs と Si が共存することが

中島 邦久、フィデルマ ジュリア
ディレンマ、山下 真一郎、鈴木 知史、逢坂と正彦
観察されました。更に、この試験においては、Si
Cs

 目的

(1) 1F
目的
におけるデブリ取出し等の廃止措置を進めるため
1F
におけるデブリ取出し等の廃止措置を進めるため
には、炉内の放射性物質の分布や性状（どこにどんな物



には、炉内の放射性物質の分布や性状
（どこにどんな物
質があるか）を評価し、放射線量分布を把握する必要が
質があるか）
を評価し、放射線量分布を把握する必要が
あります。当グループでは、放射性物質分布や性状評価
あります。当グループでは、放射性物質分布や性状評価
に資する基礎基盤的知見を提供するため、シビアアクシ
に資する基礎基盤的知見を提供するため、シビアアクシ
デント（SA）時の核分裂生成物（FP）放出移行挙動評価
デント
（SA）時の核分裂生成物（FP）放出移行挙動評価
手法高度化に資するための研究を行っています。
FP の放

出移行挙動は、FP の化学形や制御材・構造材との化学反
手法高度化に資するための研究を行っています。FP
の
応等の化学挙動に支配されることから、本研究では炉内
放出移行挙動は、FP
の化学形や制御材・構造材との化
各位置における FP 化学挙動についての基礎基盤的知見
学反応等の化学挙動に支配されることから、本研究では
やデータを多く取得し、化学モデルの改良や新規作成を
炉内各位置における
FP 化学挙動についての基礎基盤的
行うことを目的としています。
知見やデータを多く取得し、化学モデルの改良や新規作

1F 廃止措置においては、被ばくの観点から長期的に主
成を行うことを目的としています。
たる線源となる放射性のセシウム（Cs）が重要です。1F
1F 廃止措置においては、被ばくの観点から長期的に
事故時には、圧力容器内上部にある気水分離器や蒸気乾
主たる線源となる放射性のセシウム（Cs）が重要です。
燥器などの構造材も高温となったと考えられます。既往
1F
事故時には、圧力容器内上部にある気水分離器や蒸
知見によると、
高温では Cs が構造材元素と化学反応を起
気乾燥器などの構造材も高温となったと考えられます。
こして強固に吸着する「化学吸着」が生じるとされてい
既往知見によると、高温では Cs が構造材元素と化学反
ますが、その詳細は良く分かっていません。加えて、1F
応を起こして強固に吸着する「化学吸着」が生じるとさ
においては、3 つの号機で事故条件が異なり、これまでに
れていますが、その詳細は良く分かっていません。加え
良く調べられていない BWR 制御材元素であるホウ素（B）
て、1F においては、3 つの号機で事故条件が異なり、こ
の化学的影響も見込まれるため、多種多様な事故条件を
れまでに良く調べられていない BWR 制御材元素である
考慮しなくてはならず、Cs 化学吸着挙動評価においても
ホウ素（B）の化学的影響も見込まれるため、多種多様な
様々な条件の影響を明らかにする必要があります。そこ
事故条件を考慮しなくてはならず、Cs 化学吸着挙動評
で、雰囲気・温度・元素種類等をパラメータとした Cs
価においても様々な条件の影響を明らかにする必要があ
化学吸着についての基礎的な実験を行い、Cs のステンレ
ります。そこで、雰囲気・温度・元素種類等をパラメー
ス鋼等炉内構造材への吸着性状をメカニズムの面から理
タとした Cs 化学吸着についての基礎的な実験を行い、
解するための研究を進めています。
Cs のステンレス鋼等炉内構造材への吸着性状をメカニ

ズムの面から理解するための研究を進めています。
 ステンレス鋼へのセシウム化学吸着挙動に関す

る既往知見調査

(2) Cs
ス化学吸着に関する研究は主に
テンレス鋼へのセシウム化学吸着挙動に関する既
80 年代に行われまし
た。往知見調査
1979 年に発生した米国のスリーマイルアイランド原

Cs 化学吸着に関する研究は主に
80 年代に行われまし
子力発電所
2 号炉（TMI-2）の事故においては、Cs
が原
た。1979
年に発生した米国のスリーマイルアイランド
子炉冷却系内の表面よりも高温の原子炉圧力容器内ステ
原子力発電所
2 号炉（TMI-2）の事故においては、Cs が
ンレス鋼表面に多く保持されていたこと、また、ステン
原子炉冷却系内の表面よりも高温の原子炉圧力容器内ス
レス鋼中に不純物として存在するケイ素（Si）と共存し
テンレス鋼表面に多く保持されていたこと、また、ス
ていたことがTMI-2 から採取した試料の分析結果から分
かっています。この TMI-2 分析結果を評価するために、
テンレス鋼中に不純物として存在するケイ素
（Si）と共
SA
時の
Cs
の代表的な化学形態の
1
つである水酸化セシ
存していたことが TMI-2 から採取した試料の分析結果
ウム（CsOH）を用いて、その蒸気をステンレス鋼にア
から分かっています。この
TMI-2 分析結果を評価する
ルゴン（Ar）－水蒸気（H
2O）－水素（H2）混合ガス中
ために、SA
時の Cs の代表的な化学形態の
1 つである
1000℃の高温で付着させる試験が行われました。試験の
水酸化セシウム（CsOH）を用いて、その蒸気をステン
結果、TMI-2 サンプル分析結果と同様に、ステンレス鋼
レス鋼にアルゴン
（Ar）－水蒸気（H2O）－水素（H2）混
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図 セシウム化学吸着試験装置概略
下部加熱炉で水酸化セシウム等を蒸発させ、上部加熱炉に装荷
されたステンレス鋼に様々な温度や雰囲気等でセシウムを化
学吸着させる試験を実施します。

存することが観察されました。更に、この試験において
の原子数比を分析し、化学吸着した Cs はステンレス鋼表

面の酸化膜中でCs
は、Si
と Cs の原子数比を分析し、化学吸着した
Cs は
2Si4O9 を形成する可能性が示されてい

ます[1]。一方、英国ウィンフリス原子力研究所で実施さ
ステンレス鋼表面の酸化膜中で
Cs2Si4O9 を形成する可
れたCsOH蒸気とSUS304とを高温で反応させる同様の
能性が示されています
[1]。一方、英国ウィンフリス原
試験においては、生成物について走査型電子顕微鏡／エ
子力研究所で実施された
CsOH 蒸気と SUS304 とを高
ネルギー分散型 X 線分光法（SEM/EDX）
、光電子分光法
温で反応させる同様の試験においては、生成物について

（XPS）
、
オージェ電子分光、
二次イオン質量分析
（SIMS）
走査型電子顕微鏡／エネルギー分散型
X 線分光法
（SEM/、
ラマン分光法などの様々な方法による化合物の状態に対
EDX）
、光電子分光法（XPS）
、オージェ電子分光、二次
する分析が行われましたが、
安定な Cs 化合物の存在を示
イオン質量分析
（SIMS）、ラマン分光法などの様々な方

す証拠は見つからなかったことが報告されています[2]。
法による化合物の状態に対する分析が行われましたが、
このように、Cs
化学吸着により生じる化合物形態につい
安定な
Cs 化合物の存在を示す証拠は見つからなかった

て、現状確固たる情報はありません。このような Cs の付
着挙動に関する研究の多くは 1980 年代以降行われてい
により生じる化合物形態について、現状確固たる情報は
ません。
ことが報告されています [2]。このように、Cs 化学吸着

ありません。このような Cs の付着挙動に関する研究の
多くは 1980 年代以降行われていません。

 ステンレス鋼へのセシウム化学吸着試験

前述した試験においては、Cs と Si が化合物を形成し
ステンレス鋼へのセシウム化学吸着試験
ていることが示唆されています。このため、本研究では、
前述した試験においては、Cs と Si が化合物を形成し
まず Si の影響について調べることを目的とし、Si 濃度を
ていることが示唆されています。このため、本研究で
0.2wt%、1.0wt%、4.9wt%に調整した 3 種類の SUS304
(3)

は、まず Si の影響について調べることを目的とし、Si

合ガス中 1000℃の高温で付着させる試験が行われまし

濃度を 0.2wt%、1.0wt%、4.9wt% に調整した 3 種類の

た。試験の結果、TMI-2 サンプル分析結果と同様に、ス

SUS304 鋼試料を調製して、温度及び雰囲気を変化させ

テンレス鋼表面に形成される酸化膜中に Cs と Si が共

て非放射性の Cs を化学吸着させる試験を行いました。

Hガス中としました。
2）ガス中としました。

 ステンレス鋼への &V 化学吸着試験結果

(4) ステンレス鋼への
ステンレス鋼への &V
Cs 化学吸着試験結果
化学吸着試験結果

化合物が形成されていることが示唆されました。
Csを化学吸着させたステンレス鋼
■ ●Fe‥⁁…

Csを化学吸着させたステンレス鋼
■ステンレス鋼
●

強度強度

性の Cs を化学吸着させる試験を行いました。JIS 規格に
鋼試料を調製して、温度及び雰囲気を変化させて非放射
おいて
の Si 濃度は 1.0wt%以下と規定されてい
性の
CsSUS304
を化学吸着させる試験を行いました。
JIS 規格に
JIS 規格において SUS304 の Si 濃度は 1.0wt% 以下と
ますが、本試験においては、Si
含有量約 5wt%の試料を
おいて
SUS304 の Si 濃度は 1.0wt%以下と規定されてい
規定されていますが、本試験においては、Si 含有量約
用いることにより、Cs と Si との相互作用をより明確に
ますが、本試験においては、Si
含有量約 5wt%の試料を
5wt%
の試料を用いることにより、Cs と Si との相互作
検知・評価することを目指しました。
用いることにより、Cs
と Si との相互作用をより明確に
用をより明確に検知・評価することを目指しました。
Cs 化学吸着試験後の試料については、表面及び断面に
検知・評価することを目指しました。
Cs
ついて、SEM/EDX
及び X 線回折（XRD）測定による存
Cs化学吸着試験後の試料については、表面及び断面
化学吸着試験後の試料については、
表面及び断面に
について、SEM/EDX
及び
X
線回折
（XRD）
測定による
在相の同定を行いました。また、Cs
の吸着性状を調べる
ついて、SEM/EDX
及び X 線回折（XRD）測定による存
存在相の同定を行いました。また、Cs
の吸着性状を調
ために、吸着表面からの水や 1wt%クエン酸水溶液への
在相の同定を行いました。また、Cs
の吸着性状を調べる
べるために、吸着表面からの水や
1wt%
クエン酸水溶液
溶出特性試験を行いました。図
1 に試験に使用した装置
ために、吸着表面からの水や
1wt%クエン酸水溶液への
への溶出特性試験を行いました。図
1 に試験に使用した
概略を示します。試験温度は 800℃と
1000℃とし、雰囲
溶出特性試験を行いました。図
1 に試験に使用した装置
装置概略を示します。試験温度は
800℃と
1000℃とし、
気は Ar に 5％の H2 のを含有するガス（還元雰囲気）及
概略を示します。試験温度は
800℃と
1000℃とし、雰囲
雰囲気は
Ar
に
5％の
（還元雰囲気）
2 のを含有するガス
となる水蒸気雰囲気（Ar-5％H
び HAr
2O/H
2O-5％H2）
のを含有するガス（還元雰囲気）及
気は
に2＝1
5％の
H2H
ガス中としました。
及び
H22O/H
O/H22＝1
＝1
となる水蒸気雰囲気（Ar-5％2O-5％H
H2O-5％2）
となる水蒸気雰囲気（Ar-5％H
び
H

‣‧
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■ステンレス鋼
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図  &V を付着させたステンレス鋼
（ZW6L）
と &V)H6L2
2θ
の
; 線回折パターン比較の例
図
 &V を付着させたステンレス鋼
（ZW6L）
と &V)H6L2
水酸化セシウム蒸気とステンレス鋼の反応により生成した
の
; 線回折パターン比較の例
化合物が、; 線回折パターン及び元素分析の結果から
水酸化セシウム蒸気とステンレス鋼の反応により生成した
&V)H6L2 であることが示唆されました。
化合物が、;
線回折パターン及び元素分析の結果から
&V)H6L2 であることが示唆されました。
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図 海水熱伝達実験装置の概要
腐食性のある海水を用いた実験を行うため、タンク内の攪
拌機や塩分濃度計などを設置すると共に、清掃・交換を容
易に行うための工夫を施した実験ループと試験部を製作し
ました。

図 飽和沸騰時の伝熱特性
純水を用いた既存研究と同様に、飽和沸騰時の人工海水や 1D&O 溶
液でも、加熱面温度と飽和温度は熱流束のべき乗に比例します。し
かし、高濃度の ZWの海水では加熱面温度と飽和温度の差が大き
くなることが分かります。

㻌
㻌
図  試験後の加熱面の様子
左は ZWの 1D&O 溶液、右は同じくZWの人工海水を用
いたときの試験終了後の加熱面の写真です。高濃度の人工海
水を使用したとき、加熱面に白い物質が析出しました。

SA
SA時の原子炉内状況は、冷却材である水や熱の移動
時の原子炉内状況は、冷却材である水や熱の移動
（熱水力挙動）
により大きな影響を受けます。このため、
（熱水力挙動）
により大きな影響を受けます。このため、

1F事故時の炉内状況の解析精度を向上させるためには、
事故時の炉内状況の解析精度を向上させるためには、
1F
事故時の熱水力挙動に関する現象を把握し、水や蒸気の
事故時の熱水力挙動に関する現象を把握し、水や蒸気の
流れや温度分布、更に、その時間的な変化などを精度良
流れや温度分布、更に、その時間的な変化などを精度良
く推定する必要があります。
く推定する必要があります。

SAに関する研究は、1979
に関する研究は、1979 年に起こった米国
TMI-2
で
SA
年に起こった米国
TMI-2
の事故後広く行われました。しかし、炉内状況の変化を
での事故後広く行われました。しかし、炉内状況の変化
含めて SA 進展を予測するためには、事故時の熱水力挙
を含めて SA 進展を予測するためには、事故時の熱水力
動の解析技術が未だ十分ではありません。そのため、炉
挙動の解析技術が未だ十分ではありません。そのため、
内状況の解析技術を高度化するために、事故時の熱水力
炉内状況の解析技術を高度化するために、事故時の熱水
挙動の予測精度を高める研究開発を行っています。
力挙動の予測精度を高める研究開発を行っています。
本研究では、溶融した燃料が炉内を移動する際の挙動
本研究では、溶融した燃料が炉内を移動する際の挙動
や 1F 事故で注入された海水が炉内の熱水力挙動に与え
や 1F 事故で注入された海水が炉内の熱水力挙動に与え
る影響に関する実験、
これらを精度良く評価するための 3
る影響に関する実験、これらを精度良く評価するための
次元解析手法の整備等を進めています。ここでは、実施
3中の実験及び解析手法開発の中から、海水が熱水力に与
次元解析手法の整備等を進めています。ここでは、実
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図  結晶の電子顕微鏡画像
棒状に見えるのが結晶です。特性 ; 線スペクトルによる組成分析の
結果、炭酸カルシウムであることが分かりました。

容器下部に落下する際の挙動の評価手法開発について紹
える影響を把握するための実験と、溶けた燃料が圧力容
介します。
器下部に落下する際の挙動の評価手法開発について紹介
します。
(1)

熱水力挙動への海水の影響把握のための実験

 1F
熱水力挙動への海水の影響把握のための実験
事故において圧力容器内に注入された海水により、

1F 事故において圧力容器内に注入された海水により、
熱水力挙動が影響を受けた可能性があります。そこで、
熱水力挙動が影響を受けた可能性があります。そこで、
海水が燃料棒近傍の熱流動に与える影響について把握す
海水が燃料棒近傍の熱流動に与える影響について把握す
るための実験を実施しています。
るための実験を実施しています。
実験にあたっては、まず、腐食性があり、濃度が変化
実験にあたっては、まず、腐食性があり、濃度が変化
する海水を循環させる実験装置（実験ループ）を製作し
する海水を循環させる実験装置（実験ループ）を製作し
ました（図 1a）。この装置は、濃度を調節・把握しなが
ました（図 1 a）
）
。この装置は、濃度を調節・把握しなが
ら実験を実施するため、海水を貯めるタンク内に攪拌機
ら実験を実施するため、海水を貯めるタンク内に攪拌機
を設置すると共に、濃度計で塩分濃度を監視・記録する
を設置すると共に、濃度計で塩分濃度を監視・記録する
機能を有しています。また、海水を用いた場合、塩の析
機能を有しています。また、海水を用いた場合、塩の析
出
（沈着・固着）
や腐食の影響が考えられるため、清掃・
出
（沈着・固着）
や腐食の影響が考えられるため、清掃・
交換のための分解作業が容易な構造としています。
交換のための分解作業が容易な構造としています。

施中の実験及び解析手法開発の中から、海水が熱水力に

海水が熱水力挙動に与える基本的な影響を把握するた

与える影響を把握するための実験と、溶けた燃料が圧力

め、一本の燃料棒を模擬した二重円管形状の試験部（図
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図 %:5 下部構造を模擬した溶融燃料挙動解析結果の一例
%:5 の炉心下部構造を模擬した計算体系を設定し、燃料棒や制御棒の溶融を模擬した解析を、開発中の解析コードを用いて実施しまし
た。左から右に向かって、表示している時間が進んでいます。解析が始まると、燃料棒や制御棒が次第に溶融し、重力の影響により、
下部へと移動していきます。物性や流れ落ちる部分の形状の違いにより、落ち方が異なることが分かります。溶融した燃料棒などの
影響により、チャンネルボックスの一部が溶けたり、比較的低温な構造物の影響により溶けた制御棒の一部が再凝固したりする様子
などが解析で再現されています。
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1b）
を製作し、ループに接続して実験を行いました。使
海水が熱水力挙動に与える基本的な影響を把握するた
用した流体は、天然海水中に含まれるイオン
（SO42-,
め、一本の燃料棒を模擬した二重円管形状の試験部
（図 1

Na+,
Mg2+, Ca2+, K+, Br+, Sr2+, B3+, F-）を模擬した
b）
）を製作し、ループに接続して実験を行いました。使
人工海水、比較対象として、純水と
NaCl 溶液を使用し
用した流体は、天然海水中に含まれるイオン（SO42-,

ました。日本近海と同様の
3.5wt%
Na+, Mg2+, Ca2+, K+, Br+,
Sr2+,（流体中に含まれる海
B3+, F-）を模擬した
水成分の重さの割合
（%）
）から、炉内における濃縮も考
人工海水、比較対象として、純水と
NaCl 溶液を使用し

慮した
20wt% までの濃度で試験を実施しました。
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より詳細な比較を行うための実験データの取得や、化学
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 汚染の状況
汚染の状況･性状を評価し除染方法を立案する
1-4
･ 性状を評価し除染方法を立案する
―
コンクリートコアサンプルの分析による汚染性状評価 ―
―コンクリートコアサンプルの分析による汚染性状評価―
大洗研究開発センター
福島燃料材料試験部 材料試験課
材料試験課 前田
大洗研究開発センター
福島燃料材料試験部
前田 宏治
宏治
大洗研究開発センター
福島燃料材料試験部
集合体試験課
東内
惇志
大洗研究開発センター 福島燃料材料試験部 集合体試験課 東内 惇志
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図  コンクリートコアサンプル採取方法

図   号機オペフロ コンクリートコアサンプルの ,3 測定結果

) 原子炉建屋の  号機  階南側及び  号機オペフロは、極め
て高線量のエリアであるため、コンクリートコアサンプル採
取には三菱重工が開発した遠隔ロボット（0(,67H5）が初めて
投入されました。

コンクリートコアのサンプルに対して、,3 測定を行い、汚染の浸透
状態等を確認いたしました。測定の結果、塗膜表面及びサンプル採
取時に塗膜が剥離してクロスコンタミした部分には、汚染がありま
したが、コンクリート内部への浸透汚染はありませんでした。

1F の廃止措置に向けたデブリ取出し等に必要な原子
1F の廃止措置に向けたデブリ取出し等に必要な原子
炉建屋内作業での作業員の被ばく低減のためには、放射
炉建屋内作業での作業員の被ばく低減のためには、放射
性物質で汚染され高放射線量となっている原子炉建屋内
性物質で汚染され高放射線量となっている原子炉建屋内
を遠隔で除染する技術を開発する必要があります。原子
を遠隔で除染する技術を開発する必要があります。原子
炉建屋内の遠隔除染を効果的に行うためには、汚染部位
炉建屋内の遠隔除染を効果的に行うためには、汚染部位
に応じた適切な技術を選定することが重要であり、汚染
に応じた適切な技術を選定することが重要であり、汚染
源となる放射性物質の種類、放射性物質の床や壁への浸
源となる放射性物質の種類、放射性物質の床や壁への浸
透状態、汚染の建屋内での分布状況等の汚染の状況を詳
透状態、汚染の建屋内での分布状況等の汚染の状況を詳
細に把握することが不可欠です。原子力機構は、H23 年
細に把握することが不可欠です。原子力機構は、H23
年
度より 1F 廃止措置に向けた研究開発プロジェクト「原子
度より
1F 廃止措置に向けた研究開発プロジェクト
「原
炉建屋内の遠隔除染技術の開発」
の支援を継続しており、
子炉建屋内の遠隔除染技術の開発」
の支援を継続してお
H26 年には原子炉建屋内で採取された極めて高線量の汚
り、H26
年には原子炉建屋内で採取された極めて高線量
染サンプルを大洗研究開発センターの照射後試験施設に
の汚染サンプルを大洗研究開発センターの照射後試験施
搬入して、汚染状況の基礎データ取得のための詳細分析
設に搬入して、汚染状況の基礎データ取得のための詳細
を実施し、汚染の浸透状態等の汚染性状評価を行いまし
た。
分析を実施し、汚染の浸透状態等の汚染性状評価を行い
ました。

 コンクリートコアサンプルの分析試験の背景と目
(1) 的
コンクリートコアサンプルの分析試験の背景と目的
プロジェクトでは、まず現地調査（1F
でのオンサイト
プロジェクトでは、まず現地調査
（1F でのオンサイト
分析）により、汚染サンプルの線量測定等が実施され、
分析）
により、汚染サンプルの線量測定等が実施され、
その後の詳細分析を原子力機構が分担実施しました。
その後の詳細分析を原子力機構が分担実施しました。
1 号機 1 階南側、2 号機オペフロの極めて高線量の場
16

㻌

1 号機 1 階南側、2 号機オペフロの極めて高線量の場所
所から遠隔ロボット（図 1）によって採取された汚染サ
から遠隔ロボット（図 1）によって採取された汚染サンプ
ンプル（コンクリートコアの 4 サンプル及び難燃性の養
ル（コンクリートコアの 4 サンプル及び難燃性の養生シ
生シートの 1 サンプル）
、2 号機の屋上からボーリング
ートの 1 サンプル）
、2 号機の屋上からボーリングして採
して採取したオペフロのデッキプレート（天井の金属板
取したオペフロのデッキプレート（天井の金属板 2 サン
2 サンプル）の合計 7 サンプルを対象として、汚染サン
プル）の合計
7 サンプルを対象として、汚染サンプルの
プルの詳細分析を実施しました。プロジェクトでは、2
詳細分析を実施しました。
プロジェクトでは、2 号機オペ
号機オペフロの除染実施計画を早期に策定する必要があ
フロの除染実施計画を早期に策定する必要があるために、
るために、原子力機構は汚染サンプルの基礎データの取
原子力機構は汚染サンプルの基礎データの取得・提供を
得・提供を迅速に行いました。
迅速に行いました。
(2)
分析方法
 分析方法
コンクリートコアの
サンプルについて、遊離性汚染
コンクリートコアの 44サンプルについて、遊離性汚染
（塗膜に残る粉塵をウェスで回収した汚染）
、固着性汚染
（塗膜に残る粉塵をウェスで回収した汚染）
、
固着性汚染
（塗膜表面から除染用剥離性塗膜のストリッパブルペイ
（塗膜表面から除染用剥離性塗膜のストリッパブルペイ

ントで回収した汚染）及び浸透性汚染（試料に残ってい
ントで回収した汚染）及び浸透性汚染（試料に残ってい
る汚染）に区別してそれぞれ分析を実施しています。な
る汚染）に区別してそれぞれ分析を実施しています。な
お、分析は汚染核種の同定、汚染の分布状態及び汚染の
お、分析は汚染核種の同定、汚染の分布状態及び汚染の
浸透状態等の把握を目的に、外観観察、イメージングプ
浸透状態等の把握を目的に、外観観察、イメージングプ
レート測定（以下「IP
測定」と称する）
、ガンマスキャ
レート測定（以下「IP 測定」
と称する）、ガンマスキャン
ン測定、γ線及びα線核種分析、FE－SEM
による元素
測定、γ線及びα線核種分析、FE－SEM による元素分
分析を実施しました。
析を実施しました。

塗膜とコンクリートの境界
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図   号機オペフロ コンクリートコアのガンマスキャン測
定結果
ボーリングコアの塗膜表面からコンクリート内部に向かって
ガンマスキャンを実施しました。図中のライン  で、サンプル
採取時のクロスコンタミによる計数率の増加が見られました
が、ライン  では、計数率の変化がなく、浸透汚染の無い
こと分かりました。

図   号機オペフロ コンクリートコアのγ線核種分析結果
 号機のボーリングコアのサンプルからストリッパブルペイン
トで固着性汚染を採取してγ線核種分析を実施した結果、&V，

&V，P$J 及び 6E が主なγ核種として検出されました。

(3)  分析結果および汚染性状の評価
分析結果および汚染性状の評価

とが分りました。
が分りました。

ら、ボーリング時の塗膜の欠け及び塗膜のごく表面での
ボーリング時の塗膜の欠け及び塗膜のごく表面での変色

塗膜のごく表面での変色は無く、明瞭な付着物は観察さ
塗膜のごく表面での変色は無く、明瞭な付着物は観察さ

変色や付着物が観察されていましたが
（図
2）
、塗膜の著
や付着物が観察されていましたが（図
2）
、塗膜の著しい

れませんでした。サンプル採取場所に水跡があったサン
れませんでした。サンプル採取場所に水跡があったサン

しい損傷等は確認されませんでした。また、塗膜表面に
損傷等は確認されませんでした。また、塗膜表面には、

プルには、サンプル外周部分で塗膜とコンクリートの欠
プルには、サンプル外周部分で塗膜とコンクリートの欠

は、遊離性汚染及び固着性汚染が存在していましたが、
遊離性汚染及び固着性汚染が存在していましたが、除染

け及びクラックがありました。この部分では、欠けの表
け及びクラックがありました。この部分では、欠けの表

用剥離性塗膜を用いた固着性汚染の除去によって、塗膜
除染用剥離性塗膜を用いた固着性汚染の除去によって、

面でやや高線量の汚染があり、欠けの下側にあるコンク
面でやや高線量の汚染があり、欠けの下側にあるコンク

表面の汚染レベルは低下しました。更にコンクリートコ
塗膜表面の汚染レベルは低下しました。更にコンクリー

リートにおいて低線量の汚染浸透が見られましたが、局
リートにおいて低線量の汚染浸透が見られましたが、局

アサンプルを切断して調製した縦断面試料の IP IP
測定結
トコアサンプルを切断して調製した縦断面試料の
測

所的に限定された範囲の浸透汚染であったため、塗膜か
所的に限定された範囲の浸透汚染であったため、塗膜か

2 号機コンクリートコアの
サンプルの外観観察か
2 号機コンクリートコアの 22 サンプルの外観観察から、

果（図
2）及びγスキャン測定結果（図
3）から、サンプ
定結果
（図
2）及びγスキャン測定結果（図
3）から、サ
ル外周の塗膜が部分的に剥離していたところのクロスコ
ンプル外周の塗膜が部分的に剥離していたところのクロ
ンタミを除いて、コンクリート内部への有意な浸透汚染
スコンタミを除いて、コンクリート内部への有意な浸透
はありませんでした。なお、コンクリートコアサンプル
汚染はありませんでした。なお、コンクリートコアサン
外周に見られた部分的な塗膜の剥離に対応したクロスコ
プル外周に見られた部分的な塗膜の剥離に対応したクロ
ンタミは、分析開始前のサンプルの外観観察と IP 測定等
スコンタミは、分析開始前のサンプルの外観観察と
IP
による汚染の状況とを確認した結果から、遠隔ロボット
測定等による汚染の状況とを確認した結果から、遠隔
によるサンプル採取時に生じたものと推定されました。2
ロボットによるサンプル採取時に生じたものと推定され
号機のボーリングコアのサンプルは、134Cs，137Cs，110mAg
ました。2 号機のボーリングコアのサンプルは、134Cs，
Sb がγ核種として検出されました（図
4）
。
及び 125
137
110m
125
Cs，

Ag 及び

Sb がγ核種として検出されました

2 号機の養生シートには、
高線量の汚染が付着していま
（図 4）。

したが、水を含んだウェスでのふき取りにより、表面の
2 号機の養生シートには、高線量の汚染が付着してい

汚染が除去できることを確認しました。また、デッキプ

ましたが、水を含んだウェスでのふき取りにより、表面

レートには、主に補修塗装の被膜部分が汚染源となって
の汚染が除去できることを確認しました。また、デッキ
おり、補修塗装の下層になるデッキプレート本体の塗膜
プレートには、主に補修塗装の被膜部分が汚染源となっ
は、汚染レベルが低いことが分かりました。更に、補修
ており、補修塗装の下層になるデッキプレート本体の塗
塗装の被膜部分に存在する汚染は、塗膜表面の簡便な洗
膜は、汚染レベルが低いことが分かりました。更に、補
浄等では放射性物質の除去が困難であるものの、ごく薄
修塗装の被膜部分に存在する汚染は、塗膜表面の簡便な

11号機コンクリートコアの
号機コンクリートコアの22サンプルの外観観察から、
サンプルの外観観察から、

らコンクリートにつながるクラックを介して汚染が浸透
らコンクリートにつながるクラックを介して汚染が浸透
したものと推定されました。コンクリートコアの 22 サン
サン
したものと推定されました。コンクリートコアの
プル共に塗膜表面には、遊離性汚染及び固着性汚染が存
プル共に塗膜表面には、遊離性汚染及び固着性汚染が存
在していましたが、ストリッパブルペイントを用いた固
在していましたが、ストリッパブルペイントを用いた固
着性汚染の除去によって、塗膜表面の汚染レベルは低下
着性汚染の除去によって、塗膜表面の汚染レベルは低下
しました。1号機
号機11階南側は極めて高線量場となってい
階南側は極めて高線量場となってい
しました。1

ますが、床の汚染は高線量の汚染源でないことが明らか
ますが、床の汚染は高線量の汚染源でないことが明らか
となり、高所部のダクトや配管等が汚染源である可能性
となり、高所部のダクトや配管等が汚染源である可能性
が高いと推定されました。
高線量の 1 号機 1 階南側及び 2 号機オペフロから採取
高線量の 1 号機 1 階南側及び 2 号機オペフロから採取
した高線量の汚染サンプルについて、H27 年 3 月までに
した高線量の汚染サンプルについて、H27 年 3 月までに
全ての基礎データ取得・評価を完了しました。特に床コ
全ての基礎データ取得・評価を完了しました。特に床コ
ンクリート上の塗膜が健全であればコンクリート内部に
ンクリート上の塗膜が健全であればコンクリート内部に
は、有意な浸透汚染が無いことを確認しました。対象と
は、有意な浸透汚染が無いことを確認しました。対象と
したサンプル採取場所の汚染性状の評価結果は、技術的
したサンプル採取場所の汚染性状の評価結果は、技術的
根拠のある除染技術及び機器の選定に貢献し、研究開発
根拠のある除染技術及び機器の選定に貢献し、研究開発
プロジェクト「総合的線量低減計画の策定」の除染実施
プロジェクト「総合的線量低減計画の策定」の除染実施
計画策定にも反映されています。
が高いと推定されました。

計画策定にも反映されています。

い被膜そのものを除去することによって除染できること
洗浄等では放射性物質の除去が困難であるものの、ごく
本研究は、技術研究組合国際廃炉研究開発機構（IRID）の組合員として原子力機構が実施した「原子炉建屋内汚染サンプルの分析」
薄い被膜そのものを除去することによって除染できるこ
の成果を含むものである。
 K. Maeda, et al., “Results of detailed analyses performed on boring cores extracted from the concrete floors of
《参考文献》
本研究は、技術研究組合国際廃炉研究開発機構（IRID）の組合員として原子力機構が実施した「原子炉建屋内汚染サンプルの分析」
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant reactor buildings”, Proceedings of GLOBAL2013: International
の成果を含むものである。
Nuclear Fuel Cycle Conference, Salt Lake City, USA (2013). in CD-ROM.
《参考文献》 ・ K. Maeda, et al., "Results of detailed analyses performed on boring cores extracted from the concrete ﬂoors of
 K. Maeda, et al.,”Distribution of radioactive nuclides of boring core samples extracted from concrete
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant reactor buildings", Proceedings of GLOBAL2013: International
structures of reactor buildings in the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant”, J. Nucl. Sci. Eng. 51, 1006
Nuclear Fuel Cycle Conference, Salt Lake City, USA (2013). in CD-ROM.
(2014).
・ K. Maeda, et al., "Distribution of radioactive nuclides of boring core samples extracted from concrete structures
of reactor buildings in the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant", J. Nucl. Sci. Eng. 51, 1006 (2014).
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育夫、大場
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大洗研究開発センター
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大洗研究開発センター
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大洗研究開発センター 高速実験炉部
高速実験炉部 高速炉技術課
高速炉技術課 伊藤

図
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開発中の炉内レーザーモニタリング・内部観察プローブの概要と利用イメージ
耐放射線性光ファイバの活用を基本共通概念として、内部状況の視認、局所的な線量、デブリなどの組成分析を遠隔検知可能なプローブ
耐放射線性光ファイバの活用を基本共通概念として、内部状況の視認、局所的な線量、デブリなどの組成分析を遠隔検知可能なプローブ
を開発しています。視認にはファイバスコープを、局所場の線量測定にはルビーシンチレータの発光現象を、組成分析にはレーザー生成
を開発しています。視認にはファイバスコープを、局所場の線量測定にはルビーシンチレータの発光現象を、組成分析にはレーザー生成
プラズマ発光の原子分光（/,%6）を利用します。光信号、光エネルギーの伝送に耐放射線性光ファイバを活用することで、炉内・格納容
プラズマ発光の原子分光（/,%6）を利用します。光信号、光エネルギーの伝送に耐放射線性光ファイバを活用することで、炉内・格納容
器内の過酷環境下や、簡便な操作が求められる炉外の廃炉現場でも使用可能な、遠隔その場分析プローブの開発を目指しています。
器内の過酷環境下や、簡便な操作が求められる炉外の廃炉現場でも使用可能な、遠隔その場分析プローブの開発を目指しています。

(1)
  はじめに
はじめに

  はじめに

燃料デブリの取出しに向けて、原子炉圧力容器・原子
燃料デブリの取出しに向けて、原子炉圧力容器・原子

燃料デブリの取出しに向けて、原子炉圧力容器・原子
炉格納容器内の燃料デブリの位置や状況を把握するため
炉格納容器内の燃料デブリの位置や状況を把握するため
炉格納容器内の燃料デブリの位置や状況を把握するため
には、高放射線、水中又は高湿度、狭隘という過酷な環
には、高放射線、水中又は高湿度、狭隘という過酷な環
には、高放射線、水中又は高湿度、狭隘という過酷な環
境下における遠隔その場観察技術が要求されます。高い
境下における遠隔その場観察技術が要求されます。高い
境下における遠隔その場観察技術が要求されます。高い
放射線環境下では、ICを多用した精密電子機器は使えま
を多用した精密電子機器は使え
放射線環境下では、IC
放射線環境下では、IC を多用した精密電子機器は使えま
ません。そこで本研究開発では、電気信号に代わって
せん。そこで本研究開発では、電気信号に代わって光信
せん。そこで本研究開発では、電気信号に代わって光信
光信号を用いた観察プローブを開発することとしまし
号を用いた観察プローブを開発することとしました（図
号を用いた観察プローブを開発することとしました（図
た（図
1）。現在開発中のプローブは、ファイバスコープ
1）
。現在開発中のプローブは、ファイバスコープによる
1）
。現在開発中のプローブは、ファイバスコープによる
による視認プローブ、ルビーシンチレータによる局所放
視認プローブ、ルビーシンチレータによる局所放射線プ
視認プローブ、ルビーシンチレータによる局所放射線プ
射線プローブ、レーザー生成プラズマ発光の原子分光を
ローブ、レーザー生成プラズマ発光の原子分光を利用し
ローブ、レーザー生成プラズマ発光の原子分光を利用し
利用した元素組成分析プローブの
3 つで、全て光ファイ
た元素組成分析プローブの
た元素組成分析プローブの 33 つで、全て光ファイバを利
つで、全て光ファイバを利
バを利用して信号やエネルギーを伝送します。また、炉
用して信号やエネルギーを伝送します。また、炉内の分
用して信号やエネルギーを伝送します。また、炉内の分
内の分析だけでなく、簡便な操作が求められる炉外の廃
析だけでなく、簡便な操作が求められる炉外の廃炉現場
析だけでなく、簡便な操作が求められる炉外の廃炉現場
炉現場における不明物等の分析も求められていることか
における不明物等の分析も求められていることから、遠
における不明物等の分析も求められていることから、遠
ら、遠隔その場分析プローブの開発を目指しています。
隔その場分析プローブの開発を目指しています。ここで
隔その場分析プローブの開発を目指しています。ここで
ここでは、ルビーシンチレータによる局所放射線プロー
は、ルビーシンチレータによる局所放射線プローブ、レ
は、ルビーシンチレータによる局所放射線プローブ、レ
ブ、レーザー生成プラズマ発光の原子分光を利用した元
ーザー生成プラズマ発光の原子分光を利用した元素組成
ーザー生成プラズマ発光の原子分光を利用した元素組成
素組成分析プローブの開発現状について紹介します。
分析プローブの開発現状について紹介します。
分析プローブの開発現状について紹介します。
(2)
  耐放射線性光ファイバ
耐放射線性光ファイバ

  耐放射線性光ファイバ

光ファイバは放射線を受けると、ガラス中に生成され
光ファイバは放射線を受けると、ガラス中に生成され
光ファイバは放射線を受けると、ガラス中に生成され
た欠陥に特定の波長の光が吸収されることから、透過光
た欠陥に特定の波長の光が吸収されることから、透過光
た欠陥に特定の波長の光が吸収されることから、透過光
量が低下します。これを補償するため、純粋石英コアに
量が低下します。これを補償するため、純粋石英コアに
量が低下します。これを補償するため、純粋石英コアに
ヒドロキシ基
（OH 基）を
1000 ppm 含有させることに
ヒドロキシ基
ヒドロキシ基（OH
（OH基）
基）を
を1000ppm
1000ppm含有させることによ
含有させることによ
より耐放射線性を持たせました。紫外・可視域について
り耐放射線性を持たせました。紫外・可視域については
り耐放射線性を持たせました。紫外・可視域については
は性能劣化が大きく、長距離伝送に適しません。しかし
性能劣化が大きく、長距離伝送に適しません。しかしこ
性能劣化が大きく、長距離伝送に適しません。しかしこ
これまでの実験から、ガンマ線を約
1 MGy 照射した後
れまでの実験から、
ガンマ線を約
れまでの実験から、
ガンマ線を約1MGy照射した後でも、
1MGy照射した後でも、
でも、
近赤外領域で透過特性の劣化がないこと、
赤外レー
近赤外領域で透過特性の劣化がないこと、赤外レーザー
近赤外領域で透過特性の劣化がないこと、赤外レーザー
ザー光領域では、実際に使用するレーザー光を通しても
光領域では、実際に使用するレーザー光を通してもファ
光領域では、実際に使用するレーザー光を通してもファ
ファイバに損傷が生じないこと等が確かめられていま
イバに損傷が生じないこと等が確かめられています。
イバに損傷が生じないこと等が確かめられています。
す。
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ルビーシンチレータによる局所放射線プローブ
(3)
  ルビーシンチレータによる局所放射線プローブ
ルビーシンチレータによる局所放射線プローブ

炉内には線源が多く存在することから、遠方から局所
炉内には線源が多く存在することから、遠方から局所
炉内には線源が多く存在することから、遠方から局所
的な線量を評価することは困難です。そこで、光ファイ
的な線量を評価することは困難です。そこで、光ファイ
的な線量を評価することは困難です。そこで、光ファイ
バの先端に小さなルビーシンチレータを挿入し、シンチ
バの先端に小さなルビーシンチレータを挿入し、シンチ
バの先端に小さなルビーシンチレータを挿入し、シンチ
レーション光を光ファイバで伝送して計測する局所放射
レーション光を光ファイバで伝送して計測する局所放射
レーション光を光ファイバで伝送して計測する局所放射
線プローブ
（図 2）
を開発してその特性を評価しています。
線プローブ
（図
を開発してその特性を評価しています。

線プローブ
（図2）
2）
を開発してその特性を評価しています。

図
図
 局所放射線プローブの概要
局所放射線プローブの概要
放射線に敏感な光検出器等の計測機器は低放射線場に設置しま
放射線に敏感な光検出器等の計測機器は低放射線場に設置しま
す。
ルビーシンチレータからの放射線によるシンチレーション光
す。
ルビーシンチレータからの放射線によるシンチレーション光
を光ファイバで伝送することでその光量を検知し、
シンチレータ
を光ファイバで伝送することでその光量を検知し、
シンチレータ
を設置した場所での局所場のガンマ線量を推定します。
を設置した場所での局所場のガンマ線量を推定します。

強いガンマ線照射により光ファイバは、それ自身
強いガンマ線照射により光ファイバは、それ自身
強いガンマ線照射により光ファイバは、それ自身 500
500nm
近傍の蛍光を発生します。そこで、ルビーからの
500nm
近傍の蛍光を発生します。そこで、ルビーからの
nm 近傍の蛍光を発生します。そこで、ルビーからのシ
シンチレーション光の波長成分帯域である
700nm
近傍
シンチレーション光の波長成分帯域である
700nm
近傍
ンチレーション光の波長成分帯域である 700
nm 近傍の
のみを透過する光フィルタを追加したり、シンチレータ
のみを透過する光フィルタを追加したり、シンチレータ
みを透過する光フィルタを追加したり、シンチレータを
を取付けないダミーのファイバを準備し、ファイバから
を取付けないダミーのファイバを準備し、ファイバから
取付けないダミーのファイバを準備し、ファイバからの
の蛍光のみを測定してこれを差し引いたりすることで、
の蛍光のみを測定してこれを差し引いたりすることで、
蛍光のみを測定してこれを差し引いたりすることで、信
信頼性の確保を図る手法の開発を行っています。また、
信頼性の確保を図る手法の開発を行っています。また、
頼性の確保を図る手法の開発を行っています。また、放
放射線線量率に対する光検出器の出力の耐放射線性の確
放射線線量率に対する光検出器の出力の耐放射線性の確
射線線量率に対する光検出器の出力の耐放射線性の確認
認も行っており、
積算線量
MGy の高放射線照射後に
認も行っており、
積算線量1.2
1.2
も行っており、積算線量
1.2 MGy
MGyの高放射線照射後に
の高放射線照射後に
おいても、観測される発光量が線量率に比例して大きく
おいても、観測される発光量が線量率に比例して大きく
おいても、観測される発光量が線量率に比例して大きく
なることも確かめています（図
。
なることも確かめています（図3）
3）
。
なることも確かめています（図 3）
。

組成分析が可能であることが確認できました。
Co を用いた高放
耐放射線性ファイバを利用し、実際に
60
60Co
耐放射線性ファイバを利用し、実際に
Coを用いた高放
を用いた高放
耐放射線性ファイバを利用し、実際に
射線場での分光が可能か否かを確認しました。積算線量
射線場での分光が可能か否かを確認しました。積算線量
射線場での分光が可能か否かを確認しました。積算線量
が 2MGy
以上で、放射線線量率が 15kGy/h
の環境下に
が 2MGy
2MGy
以上で、放射線線量率が
が
以上で、放射線線量率が15kGy/h
15kGy/hの環境下に
の環境下に
光ファイバを置き、
ジルコニウム合金
（ジルカロイ
2）を
光ファイバを置き、ジルコニウム合金
を
光ファイバを置き、
ジルコニウム合金（ジルカロイ
（ジルカロイ2）
2）
を
試料として分光試験をした結果、ガンマ線未照射の場合
試料として分光試験をした結果、ガンマ線未照射の場合
試料として分光試験をした結果、ガンマ線未照射の場合
とほぼ一致した分光結果が得られました（図
5）
。耐放射
とほぼ一致した分光結果が得られました（図
5）
。耐放射
とほぼ一致した分光結果が得られました（図
5）
。耐放射
線性光ファイバを利用することで、高放射線場でも元素
線性光ファイバを利用することで、高放射線場でも元素
線性光ファイバを利用することで、高放射線場でも元素
組成分析が可能であることが確認できました。
組成分析が可能であることが確認できました。
組成分析が可能であることが確認できました。
60


図  ルビーシンチレータの発光強度の線量率依存性
長さ P の光ファイバの先端に取り付けたルビーシンチレータに

よる局所ガンマ線プローブに、
&R ガンマ線を積算線量0*ｙ照
射しました。高線量照射後においても、ガンマ線の線量率に比例
した出力が得られており、高線量環境下でも長時間継続して利用
できる可能性があることが示されました。

 レーザーによる元素組成分析プローブ
レーザーによる組成分析では、パルスレーザー光を試

料にレンズで集光照射することでプラズマを発生させ、

プラズマの発光に含まれる元素特有の波長の発光線を分
図 ルビーシンチレータの発光強度の線量率依存性
 ルビーシンチレータの発光強度の線量率依存性
図 
図  ルビーシンチレータの発光強度の線量率依存性
光器で検出し、その発光線と発光線強度から、試料を分
の光ファイバの先端に取り付けたルビーシンチレータに
長さ長さ
PP
の光ファイバの先端に取り付けたルビーシンチレータに

長さ
P
の光ファイバの先端に取り付けたルビーシンチレータに
析する方法
（Laser Breakdown
Spectroscopy : LIBS）を
よる局所ガンマ線プローブに、
&R ガンマ線を積算線量0*ｙ照

よる局所ガンマ線プローブに、
 &R ガンマ線を積算線量0*ｙ照
&R
ガンマ線を積算線量0*ｙ照
よる局所ガンマ線プローブに、
射しました。高線量照射後においても、ガンマ線の線量率に比例
用います。本プローブでは、パルスレーザーを光ファイ
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図 4 防錆剤(五ホウ酸ナトリウム)を添加した希釈人工海水中の
ガンマ線照射下腐食試験後の腐食形態線図 *,**
U:全面腐食、LC:局部腐食、P:健全（○:非照射下**、◇:照射下*）
防錆剤(五ホウ酸ナトリウム)はガンマ線照射においても、非照射
下で得られる腐食線図と同等の防食効果を発揮することが確認さ
れました。
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図 燃料デブリ取出し及びその後の取り組みに関する技術開発の相関と全体イメージ

１．はじめに
福島第一原子力発電所（1F）の原子炉内には燃料要素
1．はじめに
や構造材等の様々な成分が複雑に溶融混合した燃料デブ
福島第一原子力発電所（1F）の原子炉内には燃料要素
リが形成されており、その組成や形態は事故進展の状況
や構造材等の様々な成分が複雑に溶融混合した燃料デブ
により異なると推定されています。廃炉作業の最難関の
リが形成されており、その組成や形態は事故進展の状況
課題である燃料デブリの取出しでは、発生している燃料
により異なると推定されています。廃炉作業の最難関の
デブリの特性（化学的特性、物理的特性、等）を把握す
課題である燃料デブリの取出しでは、発生している燃料
ることが一連の廃炉作業を円滑に進める上で重要な情報
デブリの特性
（化学的特性、物理的特性、等）を把握す
となります。
ることが一連の廃炉作業を円滑に進める上で重要な情報
事故が発生した炉内は、非常に高線量なため安全な取
となります。
出し工法や作業計画を検討するためには、プラント内の
事故が発生した炉内は、非常に高線量なため安全な取
放射線源の分布と、これにより放出される放射線の線量
出し工法や作業計画を検討するためには、プラント内の
率の分布をよく理解し、適切な放射線の遮蔽措置等を行
放射線源の分布と、これにより放出される放射線の線量
うことで、作業者の安全性を確保する必要があります。
率の分布をよく理解し、適切な放射線の遮蔽措置等を行
また、燃料デブリの取出し作業では、炉内状況やデブ
うことで、作業者の安全性を確保する必要があります。
リ特性に合わせた適切な取出し工法や工具を選定すると
また、燃料デブリの取出し作業では、炉内状況やデブ
共に、再臨界を防止するための臨界安全管理技術が必要
リ特性に合わせた適切な取出し工法や工具を選定すると
共に、再臨界を防止するための臨界安全管理技術が必要
です。更に、取出された燃料デブリに含まれる核物質を
です。更に、取出された燃料デブリに含まれる核物質を
適切に管理するためには、従来の燃料集合体を一単位と
適切に管理するためには、従来の燃料集合体を一単位と
する核物質計量管理に代る新たな核物質計量管理の方式
する核物質計量管理に代る新たな核物質計量管理の方式
が必要となります。原子力機構ではこれら課題に対して、
が必要となります。
原子力機構ではこれら課題に対して、
様々な研究開発を実施しています。
様々な研究開発を実施しています。

２．研究開発方針
2．研究開発方針
原子力機構では、1F の廃炉に向けて、政府、東電、
原子力機構では、1F
の廃炉に向けて、政府、東電、
NDF、IRID、大学、等と連携して、廃炉の各段階で必要
NDF、IRID、大学、等と連携して、廃炉の各段階で必
となる研究開発を実施し、廃炉作業の早期完遂に向けて
要となる研究開発を実施し、廃炉作業の早期完遂に向け
貢献して行きます。また、廃炉に関する基礎基盤研究の
て貢献して行きます。また、廃炉に関する基礎基盤研究
強化を図り、30 年～50 年といわれる長期間の廃炉作業に
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必要な人材の育成に積極的に取組んで行きます。研究を
進めるにあたっては国内外の研究機関や大学との協力、
の強化を図り、30 年～ 50 年といわれる長期間の廃炉作
連携を強化し、
国内外の叡智の結集を積極的に行います。
業に必要な人材の育成に積極的に取組んで行きます。研
また、共同研究を促進し外部資金の獲得に努めて行きま
究を進めるにあたっては国内外の研究機関や大学との協
す。
力、連携を強化し、国内外の叡智の結集を積極的に行い
ます。また、共同研究を促進し外部資金の獲得に努めて

３．
各研究計画と成果の反映先
行きます。
1F 廃炉作業のロードマップでは、炉内からの燃料デブ
リの取出し作業は
2021 年以降に計画されています[1]。
3．各研究計画と成果の反映先
そのため、原子力機構の研究開発については、1F
の廃炉
1F 廃炉作業のロードマップでは、炉内からの燃料デ
作業計画と整合を図りつつ実施し、その成果を適宜、東
ブリの取出し作業は 2021 年以降に計画されています
電、NDF
、IRID、等へ提供して行きます。本章では、
[1]。そのため、原子力機構の研究開発については、1F
以下の研究開発について概要を紹介します（図
1）
。
の廃炉作業計画と整合を図りつつ実施し、その成果を適
・燃料デブリの性状把握
宜、東電、NDF 、IRID、等へ提供して行きます。本章
・プラント内の線量分布の評価
では、
以下の研究開発について概要を紹介します（図 1）。
・燃料デブリの取出し技術開発
・燃料デブリの性状把握
・プラント内の線量分布の評価
・燃料デブリの再臨界防止技術開発
・燃料デブリの取出し技術開発
・燃料デブリの計量管理技術開発
・燃料デブリの再臨界防止技術開発

 ・燃料デブリの計量管理技術開発
燃料デブリの性状把握

(1)
燃料デブリの性状把握
廃炉作業計画を検討する上で、事故で発生している燃
廃炉作業計画を検討する上で、事故で発生している燃
料デブリがどのようなものであるかを理解することが重
料デブリがどのようなものであるかを理解することが重
要です。燃料デブリについては、過去にスリーマイル島
要です。燃料デブリについては、過去にスリーマイル島
原子力発電所（TMI-2）事故やチェルノブイリ原子力発
原子力発電所（TMI-2）事故やチェルノブイリ原子力発
電所事故等での燃料デブリに関する情報がありますが、
電所事故等での燃料デブリに関する情報がありますが、
1F
事故で生じている燃料デブリの特性を正確に把握す
1F 事故で生じている燃料デブリの特性を正確に把握す
るためには、
1F に特有な影響を考慮する必要があります。
るためには、1F
また、これまでの に特有な影響を考慮する必要がありま
1F の炉内調査では、燃料デブリに係る
す。また、これまでの 1F の炉内調査では、燃料デブリ
直接的な情報は得られていないため、燃料デブリの状態

に係る直接的な情報は得られていないため、燃料デブリ

想定されるため、従来の解体工法では困難が予想されま

の状態を実験や解析等の手法を用いて科学的に推定する

す。そのため、燃料デブリや炉内構造物を効果的に切断・

必要があります。原子力機構では、模擬デブリや TMI-2

回収する新しい技術が必要となる可能性があります。

事故のデブリサンプル等を用いた実験的な検討を中心

原子力機構では、これまで開発してきた原子力施設の

に、デブリの機械的、化学的、熱的な特性を取得してい

廃止措置等に係る各種の切断・遠隔技術開発の成果を基

ます。また、過酷事故（SA）研究や過去の事故情報、炉

に、燃料デブリの取出しや事故後の原子炉の解体技術と

内状況把握プロジェクトによる炉内シミュレーション結

して、プラズマ切断、ウォータージェット切断、レーザー

果等を基に、熱力学的な解析手法を用いて 1F の燃料デ

切断等を用いた新しい切断技術の開発を実施していま

ブリの特性を推定しています。

す。また、遠隔操作に関する技術、燃料デブリの回収技

な お、1F で は 燃 料 デ ブ リ が コ ン ク リ ー ト と 反 応

術についても開発を進めています。本研究の成果は、1F

（MCCI）し複雑な生成物の生成が想定されます。それら

の燃料デブリ取出しや廃止措置作業への提案。助言とし

の性状把握について、仏国、米国、独国、ウクライナ等
の研究機関と国際協力を締結し、基礎研究の強化と国際

てまとめて行きます。
(4)

燃料デブリの再臨界防止技術開発

的な叡智の結集を行っています。また、燃料デブリの取

1F の炉内では燃料が溶融しており、本来の臨界を適切に

出しに備えて難溶性の燃料デブリの分析方法の開発にも

管理する手法が喪失されています。このため、燃料デブリの

努めています。

取出し等の作業時の安全を担保するためには、再臨界を確実

これらの研究は、IRID と連携して、経済産業省の廃炉・

に防止するための技術が必要となります。原子力機構では、

汚染水対策事業費補助金（燃料デブリ性状把握・処置技

これまでに培った臨界計算や使用済み核燃料同位体組成評価

術の開発）に係る補助事業として、評価委員会の指導を

の手法を活かして、燃料デブリに対する再臨界を防止する技

受けながら適切に進めています。研究の成果は、燃料デ

術開発を行っています。そのため BWR 燃料集合体を対象と

ブリの取出し工法の検討、収納保管の設計、処理処分方

した国際燃焼計算ベンチマーク計算を OECD/NEA 原子力科

法の検討、等へ反映して行きます。

学委員会に提案して実施してきました。その結果得られた最

(2)

プラント内の線量分布の評価

新の核データ及び計算手法で得られる燃焼後の BWR 燃料の

事故が発生した 1F 炉内は現在でも非常に高線量であ

組成評価誤差が、最小臨界量の計算値に対して与える不確か

り、廃炉作業時の作業員の安全を確保するためには適切

さ（誤差）の評価等を実施しています。これらの成果は、1F

な放射線管理が必要です。そのため、プラント内の放射

の燃料デブリ取出し時の臨界安全評価に活用して行きます。

能分布を十分に理解し廃炉作業計画を構築する必要があ

(5)

ります。このためにはプラント内の放射線源の分布と、

燃料デブリの計量管理技術開発

1F の炉心から取出される燃料デブリの核物質を適切に把

これにより放出される放射線の線量率分布を把握する必

握するためには、1F に適した、新たな核物質計量管理が必

要があります。しかし、現状では格納容器や圧力容器内

要となります。原子力機構では、燃料デブリ中の核物質を管

の線源強度を広く測定することは困難な状況にありま

理する計量管理手法と核物質量を測定・評価する技術開発を

す。

進めています。研究の進め方としては、米国、IAEA、東電、

原子力機構では、様々な計算技術を駆使すると共に東
電や IRID で実施されているロボット等を使った 1F 炉
内の線量率の実測値を利用すると共に、SA 研究等から

NDF 等と連携して 1F に適した計量管理技術の構築を図って
行きます。
燃料デブリ中の核物質量を測定・評価する技術については、

得らる最新の知見を利用することで、最も確からしい

候補技術の調査を米国の国立研究所等と共同研究を締結して

1F 炉内の線源分布と線量率分布を評価する手法を開発

実施しています。また、計量管理手法については、TMI-2 等

します。

の過去事例を参考にして、燃料デブリの取出し方法の検討な

本研究は国内外（英国等）の研究機関や大学とも連携
し、積極的に外部資金を獲得すると共に共同研究等によ

どの 1F の廃止に係る情報を基に実行的な計量管理手法を検
討しています。

り研究の加速化、高度化を図って行きます。本成果は東

燃料デブリ中の核物質量を測定する技術については、今後

電、NDF、IRID 等と連携して 1F 廃炉作業計画に反映

検討が進み具体的な仕様等が明らかになると予想されている

して行きます。

収納容器や取出し方法に関する最新の情報を用いて、測定シ

(3)

燃料デブリの取出し技術開発

1F 炉内から、炉内構造物や燃料デブリを安全に取出

ミュレーション等により燃料デブリ測定への適合性・実現性
を確認しています。

すためには、炉内の損傷状況やデブリ状況に応じて適切

また、取出した燃料デブリが長期間に渡って適切かつ効率

な取出し方法を選定する必要があります。損傷した原子

的に管理されるように、IAEA 保障措置の実施も考慮した計

炉内は、燃料デブリや構造材等が混合した複雑な状態が

量管理手法を検討して行きます。

本研究は、平成 25 年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」に係る補助事業の一環として、原子力機構が技術研究組合国
際廃炉研究開発機構（IRID）の一員として実施した研究成果を含むものである。
《参考文献》 ・ N. Kaji, "Current Status of Research and Development Program for Characterizing Fuel Debris at Fukushima
Daiichi NPS by JAEA", Global 2013, Salt Lake City, US, Sept. 29-Oct. 3 (2013).
・ T. Washiya, "Characterization of Fuel Debris Properties for Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear
Power Stations", WRFPM2014, Sendai, Japan, Sep14-17 (2014).
《引用文献》 [1] 廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議，「東京電力 ( 株 ) 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマッ

プ」，平成 27 年 6 月 12 日，第 8 回 廃炉・汚染水対策福島評議会 (2015)
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燃料デブリの取出し作業は、放射線の影響により極め

燃料デブリの取出し作業は、放射線の影響により極
めて過酷な環境下で行われるため、作業員の被ばく量の
減の観点から綿密なスケジュールを立案して実施しなけ
低減の観点から綿密なスケジュールを立案して実施しな
ればならず、使用する装置に関しては現場での試行錯誤
ければならず、使用する装置に関しては現場での試行錯
をしなくても済むように技術的に確立していることが要
誤をしなくても済むように技術的に確立していることが
求されます。そこで、TMI-2 事故への対応時と同様にこ
要求されます。そこで、TMI-2 事故への対応時と同様に
れらの装置については、事前に燃料デブリとの相互作用
これらの装置については、事前に燃料デブリとの相互作
を再現できる非放射性の材料（コールド模擬デブリ）を
用を再現できる非放射性の材料（コールド模擬デブリ）
用いたモックアップ試験が予定されています。
を用いたモックアップ試験が予定されています。
ここでは、TMI-2 での経験から重要視されている機械
ここでは、TMI-2
での経験から重要視されている機械
式取出し機器の
1
つであるコア・ボーリング装置に着目
式取出し機器の 1 つであるコア・ボーリング装置に着目
し、その性能に影響を及ぼすことが想定される加工対象
し、その性能に影響を及ぼすことが想定される加工対象
の機械的性質について、炉心燃料を主成分とした酸化物
の機械的性質について、炉心燃料を主成分とした酸化物
の燃料デブリに近い特性を有していると考えられる市販
の燃料デブリに近い特性を有していると考えられる市販
の非放射性の材料を利用して加工性との相関関係を評価
の非放射性の材料を利用して加工性との相関関係を評価
しました。更に、コンピュータによる解析の結果、燃料
しました。更に、コンピュータによる解析の結果、燃料
デブリの金属相の中に存在が示唆された鉄とジルコニウ
デブリの金属相の中に存在が示唆された鉄とジルコニウ
ムの合金である
を作製して機械的性質の評価を
ムの合金である
FeFe2Zr
2Zr を作製して機械的性質の評価を行
行い、コールド模擬デブリの選定に必要となる物性値を
い、コールド模擬デブリの選定に必要となる物性値を取
取得しました。Fe2Zr
を取上げた理由は、合金材料の中
得しました。Fe
2Zr を取上げた理由は、合金材料の中で
非常に硬い
Laves
相を形成しますが、これに関する機械
で非常に硬い
Laves
相を形成しますが、これに関する機
的性質を調査した文献が少ないためです。
械的性質を調査した文献が少ないためです。
て過酷な環境下で行われるため、作業員の被ばく量の低

図 グライディングセンタの加工工具
加工条件は、回転数 PLQ、送り速度 PPPLQ です。
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コア・ボーリング装置の性能に影響を及ぼす機械的性
質としては、硬さ、弾性率、破壊靱性、熱特性（密度、
質としては、硬さ、弾性率、破壊靱性、熱特性（密度、比熱、
比熱、熱伝導率の関数）が考えられます。しかし、工具
熱伝導率の関数）が考えられます。しかし、工具を保護
を保護する観点から加工中は十分な冷却が行われるため、
する観点から加工中は十分な冷却が行われるため、熱特
熱特性を除く
3 つについて評価しました。
性を除く 3 つについて評価しました。
昨年度までの検討では、
「切削」という工具と加工対象
昨年度までの検討では、
「切削」という工具と加工対象
のミクロな相互作用に着目し、加工装置として旋盤を使
のミクロな相互作用に着目し、加工装置として旋盤を使
用していました。ここでは、装置の運転条件への影響を
用していました。ここでは、装置の運転条件への影響を
把握するために、コア・ボーリング装置とほぼ同じ方法
把握するために、コア・ボーリング装置とほぼ同じ方法
で加工することができるグライディングセンタを選択し
で加工することができるグライディングセンタを選択し
ました。実際に加工する工具は、直径が 5mm の円筒状
ました。実際に加工する工具は、直径が 5mm の円筒状
で、その先端から 10mm 程度の部分はダイヤモンドの砥
で、その先端から 10mm 程度の部分はダイヤモンドの
粒と金属（Cu-Sn 系）の結合材を焼結させたものとなっ
砥粒と金属（Cu-Sn 系）の結合材を焼結させたものとなっ
ています 図 1 。加工時には、中心の穴を通して冷却液を
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るため、加工装置への負荷はトルクと推力の形で現れま
比較する対象以外の物性値がなるべく同じとなるよう
す。
に選別した材料を用いて評価したところ、推力は硬さと
比較する対象以外の物性値がなるべく同じとなるよう
弾性率に対して相関関係があることが分かりました
図
に選別した材料を用いて評価したところ、推力は硬さと
2 。また、破壊靱性については推力よりもトルクと強い
弾性率に対して相関関係があることが分かりました
（図
相関関係が見られました
図3 。
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図 機械的性質 破壊靱性 と推力及びトルクの関係
破壊靱性は、 種類のジルコニアを用いて比較しました。トル
クは推力と同様に、硬さ、弾性率とも相関を示していました。

方向（この場合は回転方向）に対して大きな負荷を生じ

させることになります。これは、炉内に多く存在するこ

向（この場合は回転方向）に対して大きな負荷を生じさ
とが予想されるジルコニア系の酸化物に対して、安全側
せることになります。これは、炉内に多く存在すること
に評価を行うためにより硬いアルミナ等を用いて試験を
が予想されるジルコニア系の酸化物に対して、安全側に
実施したとしても、押し込み力（推力）への影響は再現
評価を行うためにより硬いアルミナ等を用いて試験を実
できるが削り取る力（トルク）については考慮できない
施したとしても、押し込み力（推力）への影響は再現で
ということを示唆しています。コールド模擬デブリの材
きるが削り取る力（トルク）については考慮できないと
料選定では、これら物性値をバランス良く再現する必要
いうことを示唆しています。コールド模擬デブリの材料
があります。
選定では、これら物性値をバランス良く再現する必要が
あります。
(2)

Fe2Zr 系材料の機械的性質評価

燃料デブリは主に酸化物と金属で構成されているた
め、それぞれの体表的な性質を抑えておくことで、大雑

 )H=U 系材料の機械的性質評価
燃料デブリは主に酸化物と金属で構成されているため、
把にはコールド模擬デブリの材料選定を行うことができ
 )H=U 系材料の機械的性質評価
それぞれの体表的な性質を抑えておくことで、大雑把に
燃料デブリは主に酸化物と金属で構成されているため、
ます。しかし、Laves
相を形成する Fe2Zr 系の物質は硬
はコールド模擬デブリの材料選定を行うことができます。
それぞれの体表的な性質を抑えておくことで、大雑把に
く、一般的な金属とは大きく性質が異なる可能性があり
しかし、Laves
相を形成する
Fe2Zr 系の物質は硬く、一
はコールド模擬デブリの材料選定を行うことができます。
ます。そこで、Laves
相が存在する範囲で鉄とジルコニ
般的な金属とは大きく性質が異なる可能性があります。
しかし、Laves 相を形成する Fe2Zr 系の物質は硬く、一
ウムの割合を変えた試料を作製して機械的性質を評価し
そこで、Laves
相が存在する範囲で鉄とジルコニウムの
般的な金属とは大きく性質が異なる可能性があります。
ました。
割合を変えた試料を作製して機械的性質を評価しました。
そこで、Laves
相が存在する範囲で鉄とジルコニウムの
具体的には、Fe/Zr
の比を 1.9 ～ 2.7 まで変化させた
具体的には、Fe/Zr
の比を 1.9～2.7 まで変化させたも
割合を変えた試料を作製して機械的性質を評価しました。
もの、更に、同比が
2.0 でジルコニウムと置換すること
の、更に、同比が
2.0 でジルコニウムと置換することが
具体的には、Fe/Zr
の比を
まで変化させたも
が知られているウランを
3 ～1.9～2.7
5at% 混ぜたものを
1750
知られているウランを
3～5at%混ぜたものを
1750～
の、更に、同比が
2.0
でジルコニウムと置換することが
～ 2000℃で溶融させました。最終的に一部のウランは
2000℃で溶融させました。最終的に一部のウランは偏析
知られているウランを 3～5at%混ぜたものを 1750～
偏析しており、固溶したのは 1 ～ 2at% でした。分析の
しており、固溶したのは
1～2at%でした。分析のために
2000℃で溶融させました。最終的に一部のウランは偏析
ために切断した図 4 に示す試料の状態から、Fe/Zr=2.7
切断した図
4
に示す試料の状態から、
Fe/Zr=2.7 の試料で
しており、固溶したのは 1～2at%でした。分析のために
の試料では鉄の増加に伴い金属光沢が消えて内部に欠陥
は鉄の増加に伴い金属光沢が消えて内部に欠陥が増えた
切断した図 4 に示す試料の状態から、
Fe/Zr=2.7 の試料で
が増えたことが分かります。これについては、電子顕微
ことが分かります。これについては、電子顕微鏡により
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鏡により Fe/Zr の比が 30 に近い網目状の組織が観察さ
Fe/Zr
の比が 30 に近い網目状の組織が観察されました。
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れました。また、ウランを含んだ試料には多くのひびが
また、ウランを含んだ試料には多くのひびがあり、切断
Fe/Zr の比が 30 に近い網目状の組織が観察されました。
あり、切断時に振動により細かく砕けたものもありまし
時に振動により細かく砕けたものもありました。
また、ウランを含んだ試料には多くのひびがあり、切断
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るものと考えられます。
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最後に硬さ、弾性率、破壊靱性に関して、Fe2Zr と他
をして見ました
。金属としては、被覆管材料で
をして見ました
図（図
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ある
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SUS を選択しまし
Zry-2
と構造材の多くを占める
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をして見ました
図 6 。金属としては、
被覆管材料である
た。また、酸化物としては、燃料である酸化ウランと被
た、酸化物としては、燃料である酸化ウランと被覆管が
Zry-2 と構造材の多くを占める SUS を選択しました。ま
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酸化してできたジルコニアの固溶体以外に、燃料デブリ
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酸化してできたジルコニアの固溶体以外に、燃料デブリ
シウムを含んだものを対象にしました。何れの物性値に
を含んだものを対象にしました。何れの物性値において
が溶け落ちてコンクリートと反応してできるカルシウム
おいても、Laves
相を形成した
Fe2Zr は金属よりも酸化
も、Laves
相を形成した
Fe2Zr は金属よりも酸化物に近
を含んだものを対象にしました。何れの物性値において
物に近い特徴を示しており、燃料デブリの金属相の中で
い特徴を示しており、燃料デブリの金属相の中で
Fe2Zr
も、Laves 相を形成した Fe2Zr は金属よりも酸化物に近
Fe
2Zr が共存していることが想定される領域のコールド
が共存していることが想定される領域のコールド模擬デ
い特徴を示しており、燃料デブリの金属相の中で
Fe2Zr
ブリの選定では、
1
種類の金属材料で代表させるだけでは
模擬デブリの選定では、1
種類の金属材料で代表させる
が共存していることが想定される領域のコールド模擬デ
再現できない事象がある可能性が明らかになりました。
だけでは再現できない事象がある可能性が明らかになり
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再現できない事象がある可能性が明らかになりました。
ました。
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た。弾性率と破壊靱性は、鉄の割合と共に増加すること
等の内部欠陥が多く、超音波を利用した方法では弾性率
の内部欠陥が多く、超音波を利用した方法では弾性率が
が確認されました 図 5 。ウランを含んだ試料は、ひび等
が測定できませんでした。そのため、破壊靱性について
測定できませんでした。そのため、破壊靱性については
の内部欠陥が多く、超音波を利用した方法では弾性率が
は具体的な数値を得ることはできませんでしたが、硬さ
具体的な数値を得ることはできませんでしたが、硬さを
測定できませんでした。そのため、破壊靱性については
を測定する際の亀裂が進展しにくかったことから、大き
測定する際の亀裂が進展しにくかったことから、大きく
具体的な数値を得ることはできませんでしたが、硬さを
くなっているものと推察されます。これより切断時に試
なっているものと推察されます。これより切断時に試料
測定する際の亀裂が進展しにくかったことから、大きく
料が破損した理由は、冷却の際に発生した多くのひびに
が破損した理由は、冷却の際に発生した多くのひびに因
なっているものと推察されます。これより切断時に試料
因るものと考えられます。
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冷えにくく崩壊熱もあるため、下方のコンクリートを溶かしな
がらゆっくりと冷えて固まると推測されます。コンクリートと
がらゆっくりと冷えて固まると推測されます。コンクリートと
溶融物の界面では、℃前後の温度勾配があります。
溶融物の界面では、℃前後の温度勾配があります。
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り合い、冷えて固まった際に、どのような化合物が生成
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て取出し技術の開発に貢献することを目的としています。
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U を含んだ模擬の MCCI 生成物を作製し、その性
て取出し技術の開発に貢献することを目的としています。
図 1 は、コンクリート上で MCCI が進展している際の
状を調べて取出し技術の開発に貢献することを目的とし
図 1 は、コンクリート上で MCCI が進展している際の
内部のイメージを表したものです。溶けたコンクリート
ています。
内部のイメージを表したものです。溶けたコンクリート
の成分は堆積物内部の溶融部分に次第に移行すると共に、
図 1 は、コンクリート上で MCCI が進展している際
の成分は堆積物内部の溶融部分に次第に移行すると共に、
炉心溶融物とコンクリートの界面付近では、非常に大き
の内部のイメージを表したものです。溶けたコンクリー
炉心溶融物とコンクリートの界面付近では、非常に大き
な温度勾配があるため、深さ方向の到達温度の違いによ
トの成分は堆積物内部の溶融部分に次第に移行すると共
な温度勾配があるため、深さ方向の到達温度の違いによ
って異なる生成物の階層構造ができている可能性があり
に、炉心溶融物とコンクリートの界面付近では、非常に
って異なる生成物の階層構造ができている可能性があり
ます。堆積物内部の状態を模擬するため、炉心材料とコ
大きな温度勾配があるため、深さ方向の到達温度の違い
ます。堆積物内部の状態を模擬するため、炉心材料とコ
ンクリートの混合物を、アーク溶解という手法により均
によって異なる生成物の階層構造ができている可能性が
ンクリートの混合物を、アーク溶解という手法により均
熱溶融・固化した試料を作製しました。一方、大きな温
あります。堆積物内部の状態を模擬するため、炉心材料
熱溶融・固化した試料を作製しました。一方、大きな温
度勾配のある界面付近の階層構造を調べるため、コンク
とコンクリートの混合物を、アーク溶解という手法によ
度勾配のある界面付近の階層構造を調べるため、コンク
り均熱溶融・固化した試料を作製しました。一方、大き
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料断面観察像 E  F 
料断面観察像 E  F 
D 左：炉心材料とコンクリートの混合物成形体、中央：溶融
D 左：炉心材料とコンクリートの混合物成形体、中央：溶融
直後の様子、右：冷却・固化後。 E 金属 =U に対してコンク
直後の様子、右：冷却・固化後。 E 金属 =U に対してコンク
リートが多い場合には、酸化物部分にケイ酸ガラスが生成。
リートが多い場合には、酸化物部分にケイ酸ガラスが生成。
F コンクリートに対して金属 =U が多い場合には、6L2 が全
F コンクリートに対して金属 =U が多い場合には、6L2 が全
量還元されて )H&U1L6L$O=U8 系の種々の合金が生成。
量還元されて )H&U1L6L$O=U8 系の種々の合金が生成。

リート片の上に置いた炉心材料の混合物を、集光加熱と
な温度勾配のある界面付近の階層構造を調べるため、コ
リート片の上に置いた炉心材料の混合物を、集光加熱と
いう手法で局所溶融させた後に冷却・固化しました。以
ンクリート片の上に置いた炉心材料の混合物を、集光加
いう手法で局所溶融させた後に冷却・固化しました。以
下、2 種類の方法で作製した模擬 MCCI 生成物中の断面
熱という手法で局所溶融させた後に冷却・固化しました。
下、2
種類の方法で作製した模擬 MCCI 生成物中の断面
の化合物と組織（混じり具合）を調べた結果について説
以下、2
種類の方法で作製した模擬 MCCI 生成物中の断
の化合物と組織（混じり具合）を調べた結果について説
明します。
面の化合物と組織（混じり具合）を調べた結果について
明します。
説明します。
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B4C, SUS, Zr, (U,Zr)O2（UO2 と ZrO2
コンクリート,
C,4C,
SUS,
Zr,Zr,(U,Zr)O
ZrO
2（UO
2と
2 2
コンクリートB, 4B
SUS,
（U,Zr）
O（
ZrO
2 UO
2 と
の混合酸化物）の各粉末を種々の組成で混合した成形体
の混合酸化物）の各粉末を種々の組成で混合した成形体
の混合酸化物）
の各粉末を種々の組成で混合した成形体
を、アルゴン雰囲気下でアーク溶解により溶融
・固化し、
を、
アルゴン雰囲気下でアーク溶解により溶融・固化し、
を、アルゴン雰囲気下でアーク溶解により溶融・固化し、
その断面を観察すると共に元素分析により化合物を特定
その断面を観察すると共に元素分析により化合物を特定
その断面を観察すると共に元素分析により化合物を特定
しました。アーク溶解前後の試料の外観写真を図 2 a
しました。アーク溶解前後の試料の外観写真を図
2 2（a）
a
しました。アーク溶解前後の試料の外観写真を図
に示します。
に示します。
に示します。

図 2（b）は、コンクリート /SUS/Zr を重量比 30/50/20

ともに溶けて混ざり合う様子を示した一連の写真です。

図 2 b は、コンクリート/SUS/Zr を重量比 30/50/20
で混合した際の溶融固化物の断面写真です。コンクリー
で混合した際の溶融固化物の断面写真です。コンクリー
トが脱水する際の水分と、Zr がコンクリート中の SiO2
トが脱水する際の水分と、Zr がコンクリート中の SiO2
を還元するため、Zr は全て酸化され、
（Zr,Ca,Cr,Fe,Al）
を還元するため、Zr は全て酸化され、Zr,Ca,Cr,Fe,Al O2
O2 で表される二酸化物がコンクリート由来のケイ酸ガ
で表される二酸化物がコンクリート由来のケイ酸ガラス
ラス中に析出している他、ガラス中への溶解度を越えた
中に析出している他、ガラス中への溶解度を越えた Fe–
Fe-Cr-O 系酸化物も析出しています。金属部分は、元の
Cr–O 系酸化物も析出しています。金属部分は、元のステ
ステンレス鋼組成に比べて、コンクリート由来の Si の
ンレス鋼組成に比べて、
コンクリート由来の Si の含有量
含有量が増えています。一方、図
は、コンクリー
が増えています。一方、図
2 c 2（c）
は、コンクリート
ト4C/SUS/Zr/(U,Zr)O
/B4C/SUS/Zr/（U,Zr）
O2 を 20/1/10/30/39 で 混 合 し た
/B
2 を 20/1/10/30/39 で混合した際の
際の溶融固化物の断面写真で、前者の試料に比べてコン
溶融固化物の断面写真で、前者の試料に比べてコンクリ
クリート
/Zr 比を意図的に小さくを多く）した物です。
（Zr を多く）した物で
ート/Zr
比を意図的に小さく（Zr
す。その結果、コンクリート由来の
SiO2 は全て還元さ
その結果、コンクリート由来の
SiO2 は全て還元され、金
れ、金属質部分には
SUS 成分に加えて、Si,
Zr, U を
属質部分には
SUS 成分に加えて、Si,
Al, Zr, UAl,
を含んだ
含んだ種々の合金相が生成していると共に、B
4C からは
種々の合金相が生成していると共に、B
ZrB2
4C からは
ZrB
で表されるホウ化物が析出しています。酸化物部
2
で表されるホウ化物が析出しています。酸化物部分には、
分には、
（U,Zr,Ca,Al）
O2 で表される二酸化物の他、そ
U,Zr,Ca,Al
O2 で表される二酸化物の他、その結晶粒界
の結晶粒界には、コンクリート由来の
Al-Ca-O 系の酸化
には、コンクリート由来の
Al-Ca-O 系の酸化物ができて
います。
物ができています。
これらのことから、MCCI
これらのことから、MCCI生成物中の金属質部分にで
生成物中の金属質部分に
きる相は、コンクリート成分と強力な還元力を持つ金属
できる相は、コンクリート成分と強力な還元力を持つ金
Zr
属との混合比が大きく影響することが分かりました。言
Zr との混合比が大きく影響することが分かりました。
い換えれば、
炉心溶融物中に未酸化の金属 Zr 成分がどの
言い換えれば、炉心溶融物中に未酸化の金属
Zr 成分が
程度含まれていたかが重要な因子となります。
どの程度含まれていたかが重要な因子となります。

ともに溶けて混ざり合う様子を示した一連の写真です。
高温になったコンクリートからは水分がガスとして放出
高温になったコンクリートからは水分がガスとして放出
されるので、表面の溶融物は沸騰しているかのように泡
されるので、表面の溶融物は沸騰しているかのように泡
立ちます。図 3（b）は、冷却固化後の試料を縦に切断し
立ちます。図 3 b は、冷却固化後の試料を縦に切断した
た断面写真と、到達温度による階層構造のイメージを表
断面写真と、到達温度による階層構造のイメージを表し
したものです。図中の到達温度は、コンクリートのみを
たものです。図中の到達温度は、コンクリートのみを種々
種々の温度で溶融させた試料の断面組織や、UO2-SiO2
の温度で溶融させた試料の断面組織や、
UO2–SiO2 系及び
系及び ZrO2-SiO2 系状態図などの情報を元に推測したも
ZrO2–SiO2 系状態図などの情報を元に推測したものです。
のです。最も高温になる上方
（図 3（b）①）では、コン
最も高温になる上方（図
3（b）①）では、コンクリート
クリートが溶けてできたケイ酸ガラス中に
（U,Zr,Ca）
O2
が溶けてできたケイ酸ガラス中に
U,Zr,Ca O
2 で表され
で表される二酸化物がミクロンサイズで析出しています
る二酸化物がミクロンサイズで析出しています（図中拡
（図中拡大像）
。この層には、冷却過程で閉じ込められた
大像）
。この層には、冷却過程で閉じ込められた水分の大
水分の大きな気泡の痕も見られます。また、図
3（b）①
きな気泡の痕も見られます。
また、図 3（b）①と図 3（b）
と図 3（b）②の層のガラス中には、U
酸化物が少量溶け
②の層のガラス中には、U
酸化物が少量溶け込んでいる
込んでいることも分かりました。図
3（b）③の層は、骨
ことも分かりました。図
3（b）③の層は、骨材中の
SiO2
材中の
SiO
が未溶融のまま残った、コンクリートの非
2
が未溶融のまま残った、コンクリートの非均質溶融部分
均質溶融部分で、ここより下部の層には
U は含まれて
で、ここより下部の層には
U は含まれていません。図
3
いません。図 3（b）④の層は、断面写真中で下半分に広
（b）④の層は、断面写真中で下半分に広く見られる、セ
メント成分が黄土色に見える部分で、脱水により脆くな
く見られる、セメント成分が黄土色に見える部分で、脱
ったコンクリートの層です。指で強くつまむと崩れる程
水により脆くなったコンクリートの層です。指で強くつ
に強度を失っています。以上のことから、炉心溶融物と
まむと崩れる程に強度を失っています。以上のことから、
コンクリートの界面付近における温度勾配下での階層構
炉心溶融物とコンクリートの界面付近における温度勾配
造イメージを構築し、U
の化学形や浸透深さに関する知
下での階層構造イメージを構築し、U
の化学形や浸透深
見を得ることができました。
さに関する知見を得ることができました。
堆積した
MCCI
堆積した
MCCI生成物の取出し時のことを考えると、
生成物の取出し時のことを考えると、
UU
が含まれる図
3（b）①〜③の層を回収することはもち
が含まれる図
3（b）①～③の層を回収することはもち
ろんですが、取出し作業時には脆くなった図
3（b）④の
ろんですが、取出し作業時には脆くなった図
3（b）④の
部分に汚染水が容易に浸透することが予想されますので、
部分に汚染水が容易に浸透することが予想されますの
この部分も削り取る必要があると考えます。

 温度勾配下での生成化合物の階層構造
(2)
温度勾配下での生成化合物の階層構造

図
a は、B
C/SUS/Zr/(U,Zr)O
図33
（a）
は、B44C/SUS/Zr/
（U,Zr）
O22を重量比
を重量比1/9/10/80
1/9/10/80
で混合した成形体をコンクリート上に置き、アルゴン気
で混合した成形体をコンクリート上に置き、アルゴン気
流中、集光加熱により表面で炉心材料とコンクリートが

で、この部分も削り取る必要があると考えます。

流中、集光加熱により表面で炉心材料とコンクリートが



図  集光加熱による模擬 0&&, 実験の様子 D と加熱後の試料断面写真及び階層構造イメージ E 
D

コンクリート上の炉心材料混合物（直径 PP）にランプ光を集光し、炉心材料とコンクリートを溶融させます。

E

階層構造イメージ中、①はガラス中に 8=U&D 2 が析出した部分（約 ℃以上）
、②はガラス部分、③はコンクリートの溶融
が不完全で骨材の 6L2 が溶け残った部分（〜℃）
、④はコンクリートの脱水・熱分解により脆くなった部分（約 ℃
以下）
、⑤は概ね健全なコンクリート部分。①と②のガラスには 8 酸化物が少量溶け込んでいます。
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原子力機構においてはこれまで燃料ペレットが溶融し、
酸化した燃料被覆管が溶け込んで固溶してできた溶融固
原子力機構においてはこれまで燃料ペレットが溶融
原子力機構においてはこれまで燃料ペレットが溶融し、
化物
U,Zr O2 に着目して試験を実施してきました。
し、酸化した燃料被覆管が溶け込んで固溶してできた溶
酸化した燃料被覆管が溶け込んで固溶してできた溶融固
1F の炉心には、中性子吸収材として核分裂を制御す
融固化物
（U,Zr）
O2 に着目して試験を実施してきました。
化物 U,Zr
O22Oに着目して試験を実施してきました。
る目的で
Gd
3 を含む UO2 燃料が装荷されていました。
の炉心には、中性子吸収材として核分裂を制御す
1F 1F
の炉心には、中性子吸収材として核分裂を制御す
TMI
の溶融事故を起こした炉心には、Gd
2O3 を含有した
UO
る目的で
Gd
23Oを含む
3 を含む
2 燃料が装荷されていました。
る目的で
Gd
UO
2O
2 燃料が装荷されていました。
燃料は含まれていないことから、それらの燃料が含まれ
TMI
の溶融事故を起こした炉心には、Gd22O
TMI
の溶融事故を起こした炉心には、Gd
O33 を含有した
を含有し
た燃料デブリに関するデータは世界的にも存在していま
燃料は含まれていないことから、それらの燃料が含まれ
た燃料は含まれていないことから、それらの燃料が含ま
せん。
Gd は、中性子吸収材として核分裂を抑制する効果
た燃料デブリに関するデータは世界的にも存在していま
れた燃料デブリに関するデータは世界的にも存在してい
があります。溶融燃料内での Gd の再分布状態によって
せん。Gd は、
中性子吸収材として核分裂を抑制する効果
ません。Gd
は、中性子吸収材として核分裂を抑制する
はデブリ取出し作業における溶融燃料の再配置による再
があります。溶融燃料内での
Gd
効果があります。
溶融燃料内での
Gdの再分布状態によって
の再分布状態によっ
臨界への懸念から、再臨界に達する懸念があります。そ
はデブリ取出し作業における溶融燃料の再配置による再
のため、溶融燃料内の Gd の分布状態の把握も極めて重
てはデブリ取出し作業における溶融燃料の再配置による
臨界への懸念から、再臨界に達する懸念があります。そ
要な課題です。
再臨界への懸念から、再臨界に達する懸念があります。
のため、溶融燃料内の
Gd
一方で、燃料デブリの中には被覆管だけでなく炉内構
そのため、溶融燃料内の
Gd の分布状態の把握も極めて重
の分布状態の把握も極めて
要な課題です。
造材等が溶解してできたデブリも存在すると考えられま
重要な課題です。
一方で、燃料デブリの中には被覆管だけでなく炉内構
す。炉内構造材はステンレス製であるため、その主成分
一方で、燃料デブリの中には被覆管だけでなく炉内構
造材等が溶解してできたデブリも存在すると考えられま
である
Fe が燃料デブリに多く含まれている可能性があ
造材等が溶解してできたデブリも存在すると考えられま
す。炉内構造材はステンレス製であるため、その主成分
ります。ここで金属
Fe と酸化物 UO2 は固溶体を形成し
す。炉内構造材はステンレス製であるため、その主成分
である
Fe
が燃料デブリに多く含まれている可能性があ
ないことが知られており、燃料デブリには
Fe と UO2 が
である
Fe が燃料デブリに多く含まれている可能性があ
は固溶体を形成し
ります。ここで金属
Fe
と酸化物
UO
2
主成分となる金属デブリと酸化物デブリとして巨視的に
ります。ここで金属
Fe と酸化物 UO2 は固溶体を形成し
ないことが知られており、燃料デブリには Fe と UO2 が
は別々の状態で存在すると考えられます。しかし、溶融
ないことが知られており、燃料デブリには Fe と UO2 が
主成分となる金属デブリと酸化物デブリとして巨視的に
状態においてはごく一部でありますが
Fe と UO2 は互い
主成分となる金属デブリと酸化物デブリとして巨視的に
は別々の状態で存在すると考えられます。しかし、溶融
に溶解するため、
溶融固化物中には Fe が一部溶解し、存
は別々の状態で存在すると考えられます。しかし、溶融
状態においてはごく一部でありますが Fe と UO2 は互い
在している可能性があります。
状態においてはごく一部でありますが Fe と UO2 は互い
に溶解するため、
溶融固化物中には
Fe
が一部溶解し、存
そこで本研究では
Gd2O3 と U,Zr O
2 調製した Gd 含有
に溶解するため、溶融固化物中には
Fe が一部溶解し、
在している可能性があります。
模擬デブリを用いて、不定比性を示す U-Zr-Gd-O 系のデ
存在している可能性があります。
そこで本研究では
Gd2O3 と U,Zr O2 調製した Gd 含有
ブリ対する
O/M の影響を調査しました。また、Fe
と
そこで本研究では
Gd
OU-Zr-Gd-O
2O3 と（U,Zr）
2 調製した Gd 含
模擬デブリを用いて、
不定比性を示す
系のデ
Fe 含有模擬デブリを用いて、
U,Pu,Zr O2 から調製した
有模擬デブリを用いて、不定比性を示す
U-Zr-Gd-O 系と
ブリ対する O/M
模擬デブリ中の
Feの影響を調査しました。また、Fe
の状態を評価し、溶融燃料内に存在し
のデブリ対する
O/M の影響を調査しました。また、Fe
Fe 含有模擬デブリを用いて、
U,Pu,Zr
2 から調製した
ている
FeOについて推定するため、Fe
の溶融挙動につい
と（U,Pu,Zr）
O2 から調製した
Fe 含有模擬デブリを用い
模擬デブリ中の
Fe
の状態を評価し、
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燃料デブリとはどのようなものかを理解する⑸
原子力基礎工学研究センター 燃料高温科学研究グループ 松村 達郎
－燃料デブリの溶融方法の検討－
― 燃料デブリの溶融方法の検討 ―
原子力基礎工学研究センター

燃料デブリは、燃料を構成する Zr、U を主成分とし、
燃料デブリは、燃料を構成する Zr、U を主成分とし、
制御棒材料やその他の炉心構造物が混在した溶融物が固
制御棒材料やその他の炉心構造物が混在した溶融物が固
化したものであり、1F では、コンクリート構造材と溶融
化したものであり、1F では、コンクリート構造材と溶
燃料が反応した MCCI 生成物も存在すると考えられてい
融燃料が反応した MCCI 生成物も存在すると考えられ
ることから、更に複雑なものとなっていると予想されて
ていることから、更に複雑なものとなっていると予想さ
います。今後進められる炉心内部等に存在する燃料デブ
れています。今後進められる炉心内部等に存在する燃料
リの試料採取の際には、元素分析等を実施するために破
デブリの試料採取の際には、元素分析等を実施するため
壊分析を行うことが必要となると予想され、そのために
に破壊分析を行うことが必要となると予想され、そのた
は前処理として定量性が確保された溶解法が必要です。
めには前処理として定量性が確保された溶解法が必要で
燃料デブリは主成分が U-Zr 酸化物固溶体であると推測
す。燃料デブリは主成分が U-Zr 酸化物固溶体であると
されますが、Zr 酸化物は非常に安定な物質で酸にはほと
推測されますが、Zr 酸化物は非常に安定な物質で酸に
んど溶解しないことが知られていることから、その組成
はほとんど溶解しないことが知られていることから、そ
によっては非常に難溶性のものが存在すると考えられま
の組成によっては非常に難溶性のものが存在すると考え
す。1F とは炉型が異なりますが、炉心溶融事故を起こし
られます。1F とは炉型が異なりますが、炉心溶融事故
た TMI-2 における知見においても、炉心から採取された
を起こした TMI-2 における知見においても、炉心から
燃料デブリの溶解を試みたところ、各種の酸では完全に
採取された燃料デブリの溶解を試みたところ、各種の酸
溶解されることはできず、強力な酸化剤を用いて分解を
では完全に溶解されることはできず、強力な酸化剤を用
試みたところ溶解した、との報告があり、破壊分析はほ
いて分解を試みたところ溶解した、との報告があり、破
とんど行なわれていません。更に、MCCI 生成物は、こ
壊分析はほとんど行なわれていません。更に、MCCI 生
の燃料デブリにコンクリート由来のシリカ、酸化アルミ
成物は、この燃料デブリにコンクリート由来のシリカ、
ニウムなどの成分が混在し、その溶解挙動は明らかとな
酸化アルミニウムなどの成分が混在し、その溶解挙動は
っていません。これらの背景より、燃料デブリ等の破壊
明らかとなっていません。これらの背景より、燃料デブ
分析の前処理法確立のための溶解手法の適用性について
リ等の破壊分析の前処理法確立のための溶解手法の適用
検討を進めています。
性について検討を進めています。

(1) 模擬燃料デブリを用いた溶解試験
模擬燃料デブリを用いた溶解試験
難溶解性試料の分析における溶解法として知られてい
難溶解性試料の分析における溶解法として知られてい
るアルカリ融解法及びアンモニウム塩融解法による試料
るアルカリ融解法及びアンモニウム塩融解法による試料
の分解と酸溶解を組合せた手法[1][2]、及び加圧酸分解法
の分解と酸溶解を組合せた手法 [1][2]、及び加圧酸分解
オートクレーブ法
の適用性に関する試験を模擬燃料デ
法（オートクレーブ法）
の適用性に関する試験を模擬燃
ブリ及び
MCCIMCCI
生成物試料を用いて実施しました。
また、
料デブリ及び
生成物試料を用いて実施しました。
比較として沸騰硝酸による溶解も試みました。アルカリ
また、比較として沸騰硝酸による溶解も試みました。ア
融解法の融剤は過酸化ナトリウム、アンモニウム塩融解
ルカリ融解法の融剤は過酸化ナトリウム、アンモニウム
法の融剤は、硫酸水素アンモニウムを用いました。
塩融解法の融剤は、硫酸水素アンモニウムを用いました。
模擬燃料デブリ及び
MCCI
生成物の組成を表
1 に示し
模擬燃料デブリ及び
MCCI
生成物の組成を表
1 に示
ます。模擬燃料デブリとして炉心内で溶融し固化したこ
します。模擬燃料デブリとして炉心内で溶融し固化した
とを想定したもの（N4）
、模擬
MCCI
生成物として、炉
ことを想定したもの（N4）
、模擬
MCCI
生成物として、
心溶融物中の
Zr
の参加が進んだ状態を想定したもの
炉心溶融物中の Zr の参加が進んだ状態を想定したもの
（C8-4）
と未参加の
（C8-4）
と未参加のZr
Zrが豊富に含まれる状態を想定した
が豊富に含まれる状態を想定した
もの（C7-2）の合計
3
種を調製しました。アーク溶解前
もの（C7-2）の合計 3 種を調製しました。アーク溶解前
後の試料の写真を図
後の試料の写真を図11に示します。また、各溶解試験の
に示します。また、各溶解試験の
手順は図
2
に示した通りです。
手順は図 2 に示した通りです。
溶解後、目視によって観察した結果、過酸化ナトリウ
溶解後、目視によって観察した結果、過酸化ナトリウ
ムを融剤として用いるアルカリ融解法によって試料を分
ムを融剤として用いるアルカリ融解法によって試料を分
解した後、硝酸によって完全に溶解できることを確認し
解した後、硝酸によって完全に溶解できることを確認し
ました。また、加圧酸分解法によって処理時間がかかる
ました。また、加圧酸分解法によって処理時間がかかる
ものも溶解できたことから、大量の融剤を使用しない方
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ものも溶解できたことから、大量の融剤を使用しない方
法として適用の可能性があると認められます。一方、酸
法として適用の可能性があると認められます。一方、酸
溶解及びアンモニウム塩融解法による試料分解では、残
溶解及びアンモニウム塩融解法による試料分解では、残 
渣が認められました。
渣が認められました。
各溶解液は、グローブボックス内に設置した ICP-AES
各溶解液は、グローブボックス内に設置した ICPによって分析を行い、分析結果を表 2 に示します。残渣
AES によって分析を行い、分析結果を表 2 に示します。
が認められた溶解液では、他の手法による溶解液と比べ
残渣が認められた溶解液では、他の手法による溶解液と
て Zr 濃度が低く、残渣は Zr が主成分であることが予想
比べて Zr 濃度が低く、残渣は Zr が主成分であることが
され、残渣の分析を検討しています。
予想され、残渣の分析を検討しています。

表 模擬燃料デブリ及び 0&&, 生成物試料の組成
原料粉末混合物を φ のペレット状に成形し、アルゴン
雰囲気にてアーク溶解して作成
混合組成（wt%）

No.

concrete

B4C

SUS316L

Zr

(U,Zr)O2

C8-4

18.5

2.8

25.1

9.2

44.4

C7-2

19.7

1.1

10.2

29.6

39.4

N4

-

5.0

45.1

9.9

40.0

表 溶解液の分析結果
B
(%)

Al
(%)

Si
(%)

Ca
(%)

Cr
(%)

Fe
(%)

Ni
(%)

Zr
(%)

U
(%)

アルカリ融解法

0.03

0.5

N.A.

2.0

3.5

アンモニウム塩融解法

0.004

0.5

N.A.

1.6

2.1

17.7

--

22.0

32.0

15.1

3.4

22.0

加圧酸溶解法

1.1

N.A.

1.0

2.6

32.0

3.8

19.3

3.6

23.0

試料 C8-4

沸騰硝酸溶解

0.3

N.A.

N.A.

28.8

0.3

1.9

15.8

3.7

2.4

試料 C7-2

アルカリ融解法

N.A.

0.5

15.3

N.A.

1.8

1.4

6.9

--

33.6

試料 C7-2

アンモニウム塩融解法

N.A.

32.5

0.3

N.A.

1.6

0.3

1.9

0.3

30.8

試料 C7-2

加圧酸溶解法

30.9

0.7

1.1

1.0

2.2

1.5

7.7

1.3

35.1

試料 C7-2

29.6

沸騰硝酸溶解

0.2

0.3

N.A.

0.5

0.2

1.5

0.0

5.5

1.4

試料 N4

アルカリ融解法

2.6

--

--

--

6.3

28.7

--

19.3

20.6

試料 N4

アンモニウム塩融解法

2.3

--

--

--

4.6

28.4

6.1

20.0

24.0

試料 N4

加圧酸溶解法

3.3

--

--

--

6.0

28.2

5.4

18.1

18.6

試料 N4

沸騰硝酸溶解

2.5

--

--

--

2.9

27.5

6.1

13.2

9.7

模擬試料
(試料番号)

試料分解法

試料 C8-4
試料 C8-4
試料 C8-4

混合物成形体（φ10.2）

C7-2 模擬MCCI生成物

C8-4 模擬MCCI生成物

N4 模擬炉心溶融固化物

図 模擬燃料デブリ及びもぎＭＣＣＩ生成物
原料粉混合物成形体をＡｒ雰囲気にてアーク溶解して調製



試料試料

融剤融剤  模擬試料：PJ、融剤：～
 模擬試料：PJ、融剤：～
J J
（試料：融剤＝～）
（試料：融剤＝～）

るつぼに投入
るつぼに投入

所定温度に保持
所定温度に保持

 融剤の種類と容器材質、温度条件等
 融剤の種類と容器材質、温度条件等
2 2 ： 850℃、分
： 850℃、分
 1D
 1D
+62
： ℃、分
 1+
 1+
+62
 ： ℃、分
 るつぼ材質：ニッケル
 るつぼ材質：ニッケル

放冷放冷

 放冷後の酸溶解は、濃硝酸を使用
 放冷後の酸溶解は、濃硝酸を使用

酸溶解
酸溶解

 1D
 1D
2は反応性が高いため、放冷後余剰の1D
2は反応性が高いため、放冷後余剰の1D
2を
2を

目視観察、濾過
目視観察、濾過
溶液分析
溶液分析

水と反応させた後、酸溶解を実施
水と反応させた後、酸溶解を実施
 溶液分析は、,&3$(6により実施
 溶液分析は、,&3$(6により実施

 

L アルカリ融解法及びアンモニウム塩融解法による試験手順
L アルカリ融解法及びアンモニウム塩融解法による試験手順
模擬デブリ試料
模擬デブリ試料
PJ
PJ 濃塩酸
濃塩酸
PO、濃硝酸
PO、濃硝酸
PO、濃硫酸
PO、濃硫酸
PO、純水PO
PO、純水PO
テフロン容器に投入
テフロン容器に投入
686製圧力容器に封入
686製圧力容器に封入
℃、時間保持
℃、時間保持
放冷放冷

 濃塩酸、濃硝酸、濃硫酸は、
 濃塩酸、濃硝酸、濃硫酸は、
モル比
モル比


 試料の溶解率は、各段階の溶解液の
 試料の溶解率は、各段階の溶解液の
溶液分析によって物質収支を取って評価
溶液分析によって物質収支を取って評価
 溶液分析は,&3$(6により実施
 溶液分析は,&3$(6により実施

 
図図
 
18&()
18&()
に搬入した
に搬入した
70,
70,
燃料デブリ試料
燃料デブリ試料
図に示した
図に示した
種の70,
種の70,
燃料デブリ試料を粉状にして搬入した
燃料デブリ試料を粉状にして搬入した

溶解液回収
溶解液回収
残渣残渣

回目
回目
0 硝酸
0 硝酸
POPO

回目
回目
濃塩酸
濃塩酸
PO添加
PO添加
常温で撹拌
常温で撹拌 目視観察、濾過、分析
目視観察、濾過、分析

 

LL LL
加圧酸分解法による試験手順
加圧酸分解法による試験手順
 
図
図
溶解試験の操作フロー
溶解試験の操作フロー

(2)

TMI-2 燃料デブリの溶解試験

現在、原子力機構の原子力科学研究所にある燃料試験

 70,
70,
燃料デブリの溶解試験
燃料デブリの溶解試験
施設保管されている TMI-2 燃料デブリを NUCEF に輸
現在、原子力機構の原子力科学研究所にある燃料試験
現在、原子力機構の原子力科学研究所にある燃料試験
送し、ホットセル内において実サンプルへの適用性を確
施設保管されているTMI-2燃料デブリをNUCEFに輸送
施設保管されているTMI-2燃料デブリをNUCEFに輸送
認する試験を実施しています。TMI-2 燃料デブリは、炉
し、ホットセル内において実サンプルへの適用性を確認
し、ホットセル内において実サンプルへの適用性を確認
型、事故の推移などが異なるり、炉心溶融によって生じ
する試験を実施しています。
する試験を実施しています。
TMI-2
TMI-2
燃料デブリは、
燃料デブリは、
炉型、
炉型、
たデブリ燃料の貴重な実サンプルであることから、この
事故の推移などが異なるり、炉心溶融によって生じたデ
事故の推移などが異なるり、炉心溶融によって生じたデ
試料を用いた試験によって、溶解挙動に関する有用な知
ブリ燃料の貴重な実サンプルであることから、この試料
ブリ燃料の貴重な実サンプルであることから、この試料
見はもとより、実サンプルの取扱い技術の習得が期待さ
を用いた試験によって、溶解挙動に関する有用な知見は
を用いた試験によって、溶解挙動に関する有用な知見は
れます。遠隔操作によってアルカリ融解法等による試料
もとより、実サンプルの取扱い技術の習得が期待されま
もとより、実サンプルの取扱い技術の習得が期待されま
分解が可能なセル対応電気炉を整備し、前項で述べた溶
す。遠隔操作によってアルカリ融解法等による試料分解
す。遠隔操作によってアルカリ融解法等による試料分解
解手法を適用して試験を進めています。NUCEF
のホッ
が可能なセル対応電気炉を整備し、前項で述べた溶解手
が可能なセル対応電気炉を整備し、前項で述べた溶解手
トセルに搬入した
TMI-2
燃料デブリは、図
3
に示した
3
法を適用して試験を進めています。NUCEF
法を適用して試験を進めています。NUCEF
のホットセ
のホットセ
種であり、また、図
4燃料デブリは、
にホットセル内の電気炉等の状況
ルに搬入した
ルに搬入した
TMI-2
TMI-2
燃料デブリは、
図図
3 に示した
3 に示した
3 種で
3 種で
を示します。今後、試験結果を取り纏め実サンプルへの
あり、また、図
あり、また、図
4 にホットセル内の電気炉等の状況を示
4 にホットセル内の電気炉等の状況を示
します。今後、試験結果を取り纏め実サンプルへの適用
します。今後、試験結果を取り纏め実サンプルへの適用
適用性評価を実施します。
性評価を実施します。
性評価を実施します。

 
 
図図
 
18&()
18&()
ホットセル内の試験用電気炉等
ホットセル内の試験用電気炉等

本研究は、平成 25 年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」に係る補助事業の一環として、原子力機構が技術研究組合国
際廃炉研究開発機構（IRID）の一員として実施した研究成果を含むものである。
《参考文献》 ・ 松村達郎，飯嶋孝彦，高野公秀，" 福島第一原子力発電所破損燃料の溶解法の検討 (1) デブリ燃料を模擬したウラ
ン・ジルコニウム酸化物固溶体の溶融塩による分解 ", 日本原子力学会「2013 年春の年会」予稿集 B36（2013）
・ 松村達郎，飯嶋孝彦，石井翔，高野公秀，小野澤淳，" 福島第一原子力発電所破損燃料の溶解法の検討 (2) TMI-2
デブリの溶解試験 ", 日本原子力学会「2015 年春の年会」予稿集 L19（2015）
《引用文献》 [1] 松本健，" 難溶解性物質の分解法 ", ぶんせき 2002, 60 (2002).
[2] 松本健，北川真由美 ," 硫酸水素アンモニウム融解による難溶性酸化セリウム (IV) の迅速分解と分析への応用 ", 分

析化学 47, 491 (1998).
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2-6 プラント内の放射能分布を知る
プラント内の放射能分布を知る

―最確な線源分布と線量率分布の評価のための試解析―
―最確な線源分布と線量率分布の評価のための試解析―
― 最確な線源分布と線量率分布の評価のための試解析 ―

廃炉国際共同研究センター 線量評価・計量管理グループ
線量評価・計量管理グループ 奥村
奥村 啓介
啓介
廃炉国際共同研究センター
廃炉国際共同研究センター 線量評価・計量管理グループ 奥村 啓介

析を行いました。

線源の設定
 (1)
線源の設定
線源の設定
事故直前までの原子炉運転により生成された燃料中
事故直前までの原子炉運転により生成された燃料中
事故直前までの原子炉運転により生成された燃料中
のFP
FP等の放射性核種の量は、
等の放射性核種の量は、
次元の核種崩壊生成計算
の
33次元の核種崩壊生成計算
の FP 等の放射性核種の量は、3
次元の核種崩壊生成計
を行うことにより評価しました[1]。また、被覆管やチャ
を行うことにより評価しました[1]。また、被覆管やチャ
算を行うことにより評価しました [1]。また、被覆管や
ンネルボックス等の燃料集合体構造物内に生成された放
ンネルボックス等の燃料集合体構造物内に生成された放
チャンネルボックス等の燃料集合体構造物内に生成され
射化核種については、別途、放射化核種の主な起源とな
射化核種については、別途、放射化核種の主な起源とな
た放射化核種については、別途、放射化核種の主な起源
る微量不純物を含めた放射化計算を行い評価しました。
る微量不純物を含めた放射化計算を行い評価しました。
となる微量不純物を含めた放射化計算を行い評価しまし
これらの生成物を混合すると共に、事故直後に希ガスや
これらの生成物を混合すると共に、事故直後に希ガスや
た。これらの生成物を混合すると共に、事故直後に希ガ
セシウム
Cs 等の揮発性の高い核種を放出させ、その後
等の揮発性の高い核種を放出させ、その後
セシウム
Cs
スやセシウム
（Cs）等の揮発性の高い核種を放出させ、
2020
年まで放射性核種を崩壊させることで、
燃料デブリ
2020
年まで放射性核種を崩壊させることで、
燃料デブリ
その後 2020 年まで放射性核種を崩壊させることで、燃
の組成を推定しました。また、シュラウド等の
PCV 内
内
の組成を推定しました。また、シュラウド等の
PCV
料デブリの組成を推定しました。また、シュラウド等の
に固定された炉内構造物については、長期運転による放
に固定された炉内構造物については、長期運転による放
PCV 内に固定された炉内構造物については、長期運転
60Co 線源を評価しました。
射化計算を行い、
、一方、事故
一方、事故
60Co
60Co 線源を評価しました。一
射化計算を行い、
線源を評価しました。
、
による放射化計算を行い、
時に
PCV、
PRVに吸着された
に吸着された
Csによる表面汚染源につ
による表面汚染源につ
時に
PCV、
PRV
Cs
方、事故時に
PCV、PRV に吸着された
Cs による表面
いては、シビアアクシデント解析による
FP 移行計算の
移行計算の
いては、シビアアクシデント解析による
FP
汚染源については、シビアアクシデント解析による
FP
結果を基に推定しています。
結果を基に推定しています。
移行計算の結果を基に推定しています。
線量率分布計算モデル
 (2)
線量率分布計算モデル
線量率分布計算モデル
図
は、今回の試解析に用いたプラントと線源分布
図図111は、今回の試解析に用いたプラントと線源分布
は、今回の試解析に用いたプラントと線源分布の
のモデルを示したものです。ここでは、2
号機または333号
のモデルを示したものです。ここでは、2
モデルを示したものです。ここでは、2 号機または
号機または
号機に相当する
800MWe
級級
Mark-I
型
BWR
を
次元円
号機に相当する
800MWe
級
Mark-I
型
BWR
222次元円
機に相当する
800MWe
Mark-I
型
BWRを
を
次元円
筒体系でモデル化しています。また、最上部のシールド
筒体系でモデル化しています。また、最上部のシールド
筒体系でモデル化しています。また、最上部のシールド
プラグ、PCV
ヘッド、RPV
ヘッドは取外した状況を模
プラグ、PCV
ヘッド、RPV
ヘッドは取外した状況を模
プラグ、PCV
ヘッド、RPV
ヘッドは取外した状況を模
擬した計算を行っています。
擬した計算を行っています。
擬した計算を行っています。
線源モデルとしては、①RPV
内表面Cs「RPVS」
Cs「RPVS」
、②
線源モデルとしては、①RPV 内表面
、②
34

オペレーション
オペレーション
フロアー
フロアー
PCV (ドライウエル)
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デブリ-1
デブリ-1

Mark-I型800MWe BWRのPCV (1F2, 1F3相当）
Mark-I型800MWe BWRのPCV (1F2, 1F3相当）
(遮蔽シールド, PCVヘッド, RPV上蓋は取り外し)
(遮蔽シールド, PCVヘッド, RPV上蓋は取り外し)
線源タイプ：
線源タイプ：
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④ MSEP：気水分離機(137Cs)
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(均質モデル)
137Cs)
⑤ PEDE：ペデスタル内部(137
⑤ PEDE：ペデスタル内部( Cs)
⑥ CO60：炉内構造物放射化(60Co)
⑥ CO60：炉内構造物放射化(60Co)
(点線源モデル)
(点線源モデル)
⑦-1：DEB1：デブリ-1 (PCV床下)
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⑦-2：DEB2：デブリ-2 (RPV床上)
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デブリ線源
デブリ線源
⑦-3：DEB3：デブリ-3 (炉心位置)
⑦-3：DEB3：デブリ-3 (炉心位置)
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② 部分冠水
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④ デブリ露出
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間 差 自 己 問 い か け 法 （ 'LIIHUHQWLDO 'LHDZD\ WLPH
6HOILQWHUURJDWLRQ''6,）を用いることにより、&P 量を
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立木試料における &V の放射能濃度に対する + 及び 6U の放射能濃度を示しています。
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(2)

原子炉建屋瓦礫試料の放射能性状調査

原子炉建屋の解体廃棄物の調査は、廃棄物対策を考え
る上で極めて重要であり、この調査を進めるためには、
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図 原子炉建屋内瓦礫試料の放射能濃度測定結果
原子炉建屋内瓦礫試料における &V の放射能濃度に対する +、&、&R 及び 6U の放射能濃度を示しています。
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3-2 廃棄物の性状を理解する⑵
 廃棄物の性状を理解する（２）

― インベントリ評価手法について ―

―インベントリ評価手法について―

廃炉国際共同研究センター 廃棄物処理処分技術開発グループ 目黒 義弘、大井 貴夫、駒 義和、芦田 敬
廃炉国際共同研究センター
廃棄物処理処分技術開発グループ
目黒 義弘、大井
貴夫、駒 哲朗、中澤
義和、芦田 修
敬
環境技術開発センター
基盤技術研究開発部
廃棄物処理技術グループ
加藤 潤、榊原
環境技術開発センター 基盤技術研究開発部 廃棄物処理技術グループ 加藤 潤、榊原 哲朗、中澤 修

廃棄物は、現時点でも性状が十分に把握されてい
1F1F
廃棄物は、現時点でも性状が十分に把握されていな
ないため、その処理処分の方法を検討するうえで、廃棄
いため、その処理処分の方法を検討するうえで、廃棄物
物の性状を把握することが最も重要な研究課題の
つと
の性状を把握することが最も重要な研究課題の 11つとな
なっています。特に、廃棄物の処理処分の安全評価にお
っています。特に、廃棄物の処理処分の安全評価におい
ては、安全評価の対象とする放射性核種のインベントリ
いては、安全評価の対象とする放射性核種のインベント
廃棄物中の核種の量 に関するデータセットを必要とし
リ（廃棄物中の核種の量）
に関するデータセットを必要
ます。そのため、これらを整備することが性状把握研究
とします。そのため、これらを整備することが性状把握
の重要な役割になっています。しかし、対象とする廃棄
研究の重要な役割になっています。しかし、対象とする
物の種類が多いこと、廃棄物の採取が難しいことなどか
廃棄物の種類が多いこと、廃棄物の採取が難しいことな
ら、廃棄物の分析結果は限られたものになります。した
どから、廃棄物の分析結果は限られたものになります。
がって、上記のインベントリデータセットは、基本的に
したがって、上記のインベントリデータセットは、基本
は計算によって求めることになります。計算によってイ
的には計算によって求めることになります。計算によっ
ンベントリデータセットを整備するため、解析的手法を
てインベントリデータセットを整備するため、解析的
整備することが重要になります。また、解析的手法で得
手法を整備することが重要になります。また、解析的手
られたインベントリデータセットの精度を向上させ、そ
法で得られたインベントリデータセットの精度を向上さ
の妥当性を提示していく必要があります。このためには、
せ、その妥当性を提示していく必要があります。このた
限られた分析結果を用いて、直接分析できない廃棄物や
めには、限られた分析結果を用いて、直接分析できない
直接分析できない核種のインベントリを推定する方法を
廃棄物や直接分析できない核種のインベントリを推定す
整備し、それらを指標として、解析的手法の校正を行っ
る方法を整備し、それらを指標として、解析的手法の校
ていく必要があります。
正を行っていく必要があります。
本報告では、上記方針の基に開発を進めています。廃
本報告では、上記方針の基に開発を進めています。廃
棄物を直接分析することなくインベントリを評価するた
棄物を直接分析することなくインベントリを評価するた
めの 2 つの方法、
「解析的手法に基づく評価方法」と「分
めの 2 つの方法、「解析的手法に基づく評価方法」と「分
析結果に基づく評価方法」を解説すると共に、これらの
析結果に基づく評価方法」を解説すると共に、これらの
手法によって評価した、セシウム吸着装置から発生した
手法によって評価した、セシウム吸着装置から発生した
廃ゼオライト、第二セシウム吸着装置から発生した廃ゼ
廃ゼオライト、第二セシウム吸着装置から発生した廃ゼ
オライト、除染装置から発生したスラッジのインベント
オライト、除染装置から発生したスラッジのインベント
リ評価結果について述べます。
リ評価結果について述べます。

 解析的手法に基づく評価手法

(1) 1F
解析的手法に基づく評価手法
の事故に伴い発生した廃棄物は、破損した燃料から
1F の事故に伴い発生した廃棄物は、破損した燃料か
放出された放射性核種で汚染されていますが、その汚染
ら放出された放射性核種で汚染されていますが、その汚
の過程は完全には解明されていません。このことを踏ま
染の過程は完全には解明されていません。このことを踏
え、事故後の放射性元素の量的な移行の全体像を俯瞰す
まえ、事故後の放射性元素の量的な移行の全体像を俯瞰
ることと、内在する不確実性を明示することを特徴とし

た解析的手法に基づく廃棄物のインベントリ評価の考え
することと、内在する不確実性を明示することを特徴と
方を構築しました。この際、1F の事故における汚染源が
した解析的手法に基づく廃棄物のインベントリ評価の考
炉心 3 基分に相当する核種量であることに留意して、保
え方を構築しました。この際、1F
の事故における汚染
守性が過度とならないように各パラメータの不確実性の
源が炉心
3 基分に相当する核種量であることに留意し
設定を行いました。
て、保守性が過度とならないように各パラメータの不確
汚染水処理二次廃棄物のインベントリ計算フローを図
実性の設定を行いました。
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1汚染水処理二次廃棄物のインベントリ計算フローを図
に示します。
燃焼計算により求めた燃料中の核種量から、
1 建屋外放出分の核種量を減算し、炉内構造物の核種量を
に示します。燃焼計算により求めた燃料中の核種量か
加算して、建屋内に残存する核種量を算出します。これ
ら、建屋外放出分の核種量を減算し、炉内構造物の核種
に滞留水への移行割合を乗じると、汚染水中の核種量を
量を加算して、建屋内に残存する核種量を算出します。
算出できます。汚染水中の核種濃度から、汚染水処理工
これに滞留水への移行割合を乗じると、汚染水中の核種
程の除染係数 DF を考慮して、各廃棄物のインベントリ
量を算出できます。汚染水中の核種濃度から、汚染水処
を算出することができます。

理工程の除染係数
（DF）を考慮して、各廃棄物のインベ
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 分析結果に基づく評価手法
汚染水処理装置の入口及び出口の水を採取し、これら
の試料水中の放射性核種濃度を分析した結果（核種 A の
(2) 分析結果に基づく評価手法
装置入口水中の濃度 CA,in、装置出口水中の濃度 CA,out）
、
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物中に含まれる放射性核種濃度（CA,w = (CA,in - CA,out) x V
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/ W）を算出しました。
につなげることが肝要です。

廃棄物が発生する間に処理した汚染水量（V）から、廃棄

物中に含まれる放射性核種濃度（CA,w =（CA,in-CA,out）x V /
W）を算出しました。
燃焼計算により炉内核種量を算出
炉内インベントリ解析
建屋外放出割合を減算
炉内構造物の核種を加算
建屋外放出割合
建屋内の核種総量・組成
滞留水への移行を計算

滞留水への移行割合

汚染水の核種総量・組成
吸着塔：吸着量/流出量を算出
セシウム吸着塔の核種総量・
組成

除染係数

第二セシウム吸着塔の核
種総量・組成

沈殿工程の沈殿量を算出
除染装置スラッジの核種総量・組成

処理水の核種総量・組成

除染係数

多核種除去装置：吸着量/流出量を算出
多核種除去装置スラリー・吸着材の核種総量・組成

: 考慮する不確実性



図 インベントリ―計算フロー
解析的に放射性廃棄物のインベントリ―を評価するため、事故
後の放射性元素の量的な移行の全体像を設定し、内在する不確
実性を組み込んだ計算フローを構築しました。
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"、日本原子力学会
2015
年秋の大会
I15（2015）
．
評価手法”
、日本原子力学会
2015
年秋の大会
I15（2015）
評価手法”
、日本原子力学会
2015
年秋の大会
I15（2015）
．．
・ 杉山大輔ほか、"
福島第一事故廃棄物のインベントリ評価手法の開発
(6) 汚染水処理二次廃棄物の解析的な推定手
汚染水処理二次廃棄物の解析的な推定
 杉山大輔ほか、
“福島第一事故廃棄物のインベントリ評価手法の開発
 杉山大輔ほか、
“福島第一事故廃棄物のインベントリ評価手法の開発
(6) (6)
汚染水処理二次廃棄物の解析的な推定手
手法 "、日本原子力学会
2015
年秋の大会
I16（2015）
．
法”
、日本原子力学会
2015
年秋の大会
I16（2015）
．
法”
、日本原子力学会 2015 年秋の大会 I16（2015）
．
・ 目黒義弘ほか、"
福島第一事故廃棄物のインベントリ評価手法の開発
(7) 汚染水処理二次廃棄物のインベントリ評
汚染水処理二次廃棄物のインベントリ
 目黒義弘ほか、
“福島第一事故廃棄物のインベントリ評価手法の開発
 目黒義弘ほか、
“福島第一事故廃棄物のインベントリ評価手法の開発
(7) (7)
汚染水処理二次廃棄物のインベントリ評
評価手法の比較
"、日本原子力学会
2015
年秋の大会
I17（2015）
．
価手法の比較”
、日本原子力学会
2015
年秋の大会
I17（2015）
価手法の比較”
、日本原子力学会
2015
年秋の大会
I17（2015）
．．
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―水処理二次廃棄物の性状把握―
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―
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1F では、汚染水中の放射性核種の除去を目的として多
核種除去設備が運転されています。本設備には、既設多
1F1F
では、汚染水中の放射性核種の除去を目的として
では、汚染水中の放射性核種の除去を目的として多
核種除去設備、増設多核種除去設備及び高性能多核種除
核種除去設備が運転されています。本設備には、既設多
多核種除去設備が運転されています。本設備には、既設
去設備の 3 種類があり、前処理設備と吸着塔で構成され
核種除去設備、増設多核種除去設備及び高性能多核種除
多核種除去設備、増設多核種除去設備及び高性能多核種
ています。既設多核種除去設備の前処理設備では、吸着
去設備の 33種類があり、前処理設備と吸着塔で構成さ
種類があり、前処理設備と吸着塔で構成され
除去設備の
塔での阻害因子である有機物の除去及びα核種の除去を
ています。既設多核種除去設備の前処理設備では、吸着
れています。既設多核種除去設備の前処理設備では、吸
目的とした鉄共沈処理工程と、Sr 吸着を阻害するアルカ
塔での阻害因子である有機物の除去及びα核種の除去を
着塔での阻害因子である有機物の除去及びα核種の除去
リ土類金属の除去を目的とした炭酸塩沈殿処理工程があ
目的とした鉄共沈処理工程と、Sr 吸着を阻害するアルカ
を目的とした鉄共沈処理工程と、Sr
吸着を阻害するア
り、汚染水処理に伴いスラリー状の二次廃棄物が発生し
リ土類金属の除去を目的とした炭酸塩沈殿処理工程があ
ルカリ土類金属の除去を目的とした炭酸塩沈殿処理工程
ます。また、多核種除去設備に使用される吸着塔も同様
り、汚染水処理に伴いスラリー状の二次廃棄物が発生し
があり、汚染水処理に伴いスラリー状の二次廃棄物が発
に、放射性物質を吸着した廃吸着材が二次廃棄物として
ます。また、多核種除去設備に使用される吸着塔も同様
生します。また、多核種除去設備に使用される吸着塔も
発生します。この様な二次廃棄物は、従来の原子力発電
に、放射性物質を吸着した廃吸着材が二次廃棄物として
同様に、放射性物質を吸着した廃吸着材が二次廃棄物と
所で発生した廃棄物と性状が異なるため、廃棄物の処
発生します。この様な二次廃棄物は、従来の原子力発電
して発生します。この様な二次廃棄物は、従来の原子力
理・処分の安定性の見通しを得る上で、その中に含まれ
所で発生した廃棄物と性状が異なるため、廃棄物の処
発電所で発生した廃棄物と性状が異なるため、廃棄物の
る放射性核種の種類と放射能濃度や性状を詳細に把握す
理・処分の安定性の見通しを得る上で、その中に含まれ
ることが不可欠になります。
処理・処分の安定性の見通しを得る上で、その中に含ま
る放射性核種の種類と放射能濃度や性状を詳細に把握す
原子力機構では、鉄共沈及び炭酸塩沈殿の二次廃棄物
れる放射性核種の種類と放射能濃度や性状を詳細に把握
ることが不可欠になります。
（以下、スラリーという）の採取を行うと共に、核燃料
することが不可欠になります。
原子力機構では、鉄共沈及び炭酸塩沈殿の二次廃棄物
サイクル工学研究所に輸送し、粒度分布測定や放射化学
原子力機構では、鉄共沈及び炭酸塩沈殿の二次廃棄物
（以下、スラリーという）の採取を行うと共に、核燃料
分析を実施しています。また、廃吸着材の分析前処理方
サイクル工学研究所に輸送し、粒度分布測定や放射化学
（以下、スラリーという）
の採取を行うと共に、核燃料
法の検討として、模擬廃棄物を用いた溶液化検討実験を
分析を実施しています。また、廃吸着材の分析前処理方
サイクル工学研究所に輸送し、粒度分布測定や放射化学
行っています。
法の検討として、模擬廃棄物を用いた溶液化検討実験を
分析を実施しています。また、廃吸着材の分析前処理方
行っています。
法の検討として、模擬廃棄物を用いた溶液化検討実験を
 スラリーの粒度分布測定
行っています。
 スラリーの粒度分布測定
スラリーの長期保管の前処理として固液分離による水
スラリーの長期保管の前処理として固液分離による水
分除去処理が予定されており、固液分離技術の一種であ
(1) スラリーの粒度分布測定
分除去処理が予定されており、固液分離技術の一種であ
るろ過法の採用が検討されています。その適用性を検討
スラリーの長期保管の前処理として固液分離による水
るろ過法の採用が検討されています。その適用性を検討
する上では、スラリーの粒子径データが必要です。そこ
分除去処理が予定されており、固液分離技術の一種であ
する上では、スラリーの粒子径データが必要です。そこ
で、スラリー粒子をマイクロスコープにより画像撮影し、
るろ過法の採用が検討されています。その適用性を検討
で、スラリー粒子をマイクロスコープにより画像撮影し、
その画像を解析することによる粒度分布測定法を構築し、
する上では、スラリーの粒子径データが必要です。そこ
その画像を解析することによる粒度分布測定法を構築し、
スラリーの粒度分布や平均粒子径を取得しました。
で、
スラリー粒子をマイクロスコープにより画像撮影し、
スラリーの粒度分布や平均粒子径を取得しました。
測定方法は、スラリーを少量採取し、脱イオン水にて
その画像を解析することによる粒度分布測定法を構築
500測定方法は、スラリーを少量採取し、脱イオン水にて
倍程度に希釈・分散させ、この一部を精密ろ過フィ
し、スラリーの粒度分布や平均粒子径を取得しました。
500
倍程度に希釈・分散させ、この一部を精密ろ過フィ
ルター上に塗布して自然乾燥させました。このフィルタ
測定方法は、スラリーを少量採取し、脱イオン水にて
ルター上に塗布して自然乾燥させました。このフィルタ
ーは、放射性物質の飛散を防ぐため、マイラー膜ホルダ
500ーは、放射性物質の飛散を防ぐため、マイラー膜ホルダ
倍程度に希釈・分散させ、この一部を精密ろ過フィ
にて密封し、画像観察用試料としました。マイクロスコ
にて密封し、画像観察用試料としました。マイクロスコ
ルター上に塗布して自然乾燥させました。このフィル
ープを用いてこの試料の粒子画像を撮影しました。撮影
ープを用いてこの試料の粒子画像を撮影しました。撮影
ターは、放射性物質の飛散を防ぐため、マイラー膜ホル
した粒子画像を解析し、粒度分布、平均粒子径のデータ
した粒子画像を解析し、粒度分布、平均粒子径のデータ
ダにて密封し、画像観察用試料としました。マイクロス
を取得しました。検出可能な粒子径の範囲は 1 µｍ以上で
を取得しました。検出可能な粒子径の範囲は 1 µｍ以上で
コープを用いてこの試料の粒子画像を撮影しました。撮
あり、また、円相当径を粒子径として解析しました。
あり、また、円相当径を粒子径として解析しました。
影した粒子画像を解析し、粒度分布、平均粒子径のデー
マイクロスコープでの観察結果から、鉄共沈スラリー
マイクロスコープでの観察結果から、鉄共沈スラリー
タを取得しました。検出可能な粒子径の範囲は
1μｍ以
については粒子状を呈していないことが分かり、鉄共沈
については粒子状を呈していないことが分かり、鉄共沈
上であり、また、円相当径を粒子径として解析しました。
スラリーのろ過方法の採用には工夫が必要なことが分か
スラリーのろ過方法の採用には工夫が必要なことが分か
マイクロスコープでの観察結果から、鉄共沈スラリー
りました
図1 。
炭酸塩スラリーの粒子画像を解析した結
りました 図 1 。
炭酸塩スラリーの粒子画像を解析した結
については粒子状を呈していないことが分かり、鉄共沈
果、
粒度分布が初めて取得でき
（個数
果、粒度分布が初めて取得でき 図
図22 、
、平均粒子径
平均粒子径（個数
スラリーのろ過方法の採用には工夫が必要なことが分か
基準）
は
メジアン径
µm、
基準）
は3.62
3.62µm、
µm、
メジアン径（個数基準）
（個数基準）は
は 2.36
2.36 µm、
検出された最大粒子径は
23.2
りました
（図 1）。炭酸塩スラリーの粒子画像を解析した
検出された最大粒子径は
23.2µm
µmでした。
でした。
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D 炭酸塩スラリー        E 鉄共沈スラリー



図 炭酸塩スラリーと鉄共沈スラリーの外観と粒子画像
D 炭酸塩スラリー        E 鉄共沈スラリー


図 炭酸塩スラリーと鉄共沈スラリーの外観と粒子画像
炭酸塩スラリーは白色の粒子であるため、黒色に色付けされたフィルタ

ーを用いて撮影しました。鉄共沈スラリーは褐色であるため、白色のフ
炭酸塩スラリーは白色の粒子であるため、黒色に色付けされたフィルタ
ィルターを用いて撮影しましたが、粒子状では無く、粒径を求めること
ーを用いて撮影しました。鉄共沈スラリーは褐色であるため、白色のフ
ができませんでした。なお、鉄共沈スラリーに観察されたひび割れは、
ィルターを用いて撮影しましたが、粒子状では無く、粒径を求めること
乾燥によるものと推察されます。
ができませんでした。なお、鉄共沈スラリーに観察されたひび割れは、
乾燥によるものと推察されます。

 スラリーの放射能分析

(2)
スラリーの放射能分析
 二次廃棄物に含まれる放射性核種の種類と放射能濃度
スラリーの放射能分析
二次廃棄物に含まれる放射性核種の種類と放射能濃度
は、廃棄物の処理・処分を評価する観点で重要な分析項
二次廃棄物に含まれる放射性核種の種類と放射能濃度
は、廃棄物の処理・処分を評価する観点で重要な分析項
目であり、それらの結果を基に早期に二次廃棄物中のイ
は、廃棄物の処理・処分を評価する観点で重要な分析項
目であり、それらの結果を基に早期に二次廃棄物中のイ
ンベントリを評価することが望まれています。そこで、
目であり、それらの結果を基に早期に二次廃棄物中のイ
ンベントリを評価することが望まれています。そこで、
採取された鉄共沈及び炭酸塩スラリーについて放射化学
ンベントリを評価することが望まれています。そこで、
分析を行い、スラリーの性状について調査しました。
採取された鉄共沈及び炭酸塩スラリーについて放射化学
採取された鉄共沈及び炭酸塩スラリーについて放射化学
分析を行い、スラリーの性状について調査しました。
スラリーの溶解は、硝酸による溶解を検討しましたが、
分析を行い、スラリーの性状について調査しました。
スラリーの溶解は、
硝酸による溶解を検討しましたが、
残渣が発生したため、鉄共沈スラリーはアルカリ融解処
スラリーの溶解は、
硝酸による溶解を検討しましたが、
残渣が発生したため、鉄共沈スラリーはアルカリ融解処
理で、炭酸塩スラリーは硝酸と過酸化水素との混酸によ
残渣が発生したため、鉄共沈スラリーはアルカリ融解処
理で、炭酸塩スラリーは硝酸と過酸化水素との混酸によ
り溶解しました。これらの溶解液について、施設上の制
理で、炭酸塩スラリーは硝酸と過酸化水素との混酸によ
り溶解しました。これらの溶解液について、施設上の制
限により公定分析法等を基に一部改善を加えた方法で、
り溶解しました。これらの溶解液について、施設上の制
限により公定分析法等を基に一部改善を加えた方法で、
放射化学分析を実施しました。
限により公定分析法等を基に一部改善を加えた方法で、
放射化学分析を実施しました。
放射化学分析を実施しました。





図  炭酸塩スラリーの粒度分布
図  炭酸塩スラリーの粒度分布
粒子径は数µm～数10µm の範囲で広く分散していることが確認さ
粒子径は数µm～数10µm の範囲で広く分散していることが確認さ
れました。
れました。



鉄共沈スラリー及び炭酸塩スラリーにおいて共に、
3

H,

54

Mn,

90

Sr,

60

Co,

137

Cs が検出され、90Sr が支配的で

結果、粒度分布が初めて取得でき（図 2）
、平均粒子径（個

した（表 1）。γ核種である 54Mn,

数基準）は 3.62μm、メジアン径（個数基準）は 2.36μm、

に濃縮されていました。 H については、汚染水と同レ

検出された最大粒子径は 23.2μm でした。

ベルの濃度であり、スラリーの液体分に存在したものと

60

Co,

137

Cs はほぼ同様

3

の分析結果を比較しますと、鉄共沈と炭酸塩における 6U の濃縮と、鉄共沈における 6E の除去が推察されました。
表 各スラリーの放射能分析結果

汚染水の代表例として、核燃料サイクル工学研究所にて測定された 6$55< 出口水を例示します 表中の 。これらの値と各スラリー
の分析結果を比較しますと、鉄共沈と炭酸塩における 6U の濃縮と、鉄共沈における 6E の除去が推察されました。

（単位：%TFP）

鉄共沈スラリー及び炭酸塩スラリーにおいて共に、3H,
54Mn, 90Sr, 60Co, 137Cs が検出され、90Sr が支配的でした
表 1 。γ核種である 54Mn, 60Co, 137Cs はほぼ同様に濃
縮されていました。3H については、汚染水と同レベルの
推測されます。鉄共沈スラリー及び炭酸塩スラリーでは
濃度であり、スラリーの液体分に存在したものと推測さ
鉄共沈スラリー及び炭酸塩スラリーにおいて共に、3H,
共に微量ですがα線放出核種である
Pu や Am も検出さ
れます。鉄共沈スラリー及び炭酸塩スラリーでは共に微
54Mn, 90Sr, 60Co, 137Cs が検出され、90Sr が支配的でした
れ、鉄共沈処理工程で除去しきれなかった
Pu や Am が
量ですがα線放出核種である
Pu137
やCsAm
も検出され、鉄
表
1 。γ核種である 54Mn, 60Co,
はほぼ同様に濃
炭酸塩沈殿処理工程でも除去されていることが確認でき
共沈処理工程で除去しきれなかった
Pu や Am が炭酸塩
3H については、汚染水と同レベルの
縮されていました。
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図 ガンマ線照射下のゼオライト共存系における水質分析結果とステンレス鋼の電位
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3-5 水処理二次廃棄物の安定保管に向けて⑵
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廃炉国際共同研究センター
廃棄物処理処分技術開発グループ 小田 治恵、牧野 仁史、舘 幸男、大井 貴夫
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た場合の安全性を整合的に評価するための安全評価手法
1F から発生する事故廃棄物は、破損した燃料に由来

した放射性核種を含んでいること、津波や事故直後の炉
心冷却に起因する海水成分を含む可能性があること、高
線量であり、汚染のレベルが多岐に渡りその物量も大き

1F から発生する事故廃棄物は、破損した燃料に由来
した放射性核種を含んでいること、津波や事故直後の炉
物等とは異なる特徴があります。このため、安全に事故
心冷却に起因する海水成分を含む可能性があること、高
廃棄物を処分するための研究開発は、廃棄物の性状や発
線量であり、汚染のレベルが多岐に渡りその物量も大き
生量等を把握する研究や廃棄物の処理方法に関する研究
いことなど、従来の原子力発電所で発生する放射性廃棄
と連携しながら進めていく必要があります。2013 年度
物等とは異なる特徴があります。このため、安全に事故
には、HP SW-1（2017 年）までの目標である「固体廃棄
廃棄物を処分するための研究開発は、廃棄物の性状や発
物の処理・処分に関する基本的な考え方の取りまとめ」
生量等を把握する研究や廃棄物の処理方法に関する研究
に向けて、また HP SW-2（2021 年度）までの目標である
と連携しながら進めていく必要があります。
2013 年度に
「固体廃棄物の処理・処分における安全性の見通し確認」
は、HP SW-1 2017 年 までの目標である「固体廃棄物の
を見据えて、処分概念の構築と安全性の評価に関する基
処理・処分に関する基本的な考え方の取りまとめ」に向
礎的検討として既往の処分概念等に関する情報整理とそ
けて、また
HP SW-2 2021 年度 までの目標である「固
れらの事故廃棄物処分への適用性についての概略的な調
体廃棄物の処理・処分における安全性の見通し確認」を
査を行いました。その結果、事故廃棄物に適切な処分概
見据えて、処分概念の構築と安全性の評価に関する基礎
念等を構築していく上では、事故廃棄物の特徴に応じて、
的検討として既往の処分概念等に関する情報整理とそれ
低レベル放射性廃棄物に適した浅地中処分から高レベル
らの事故廃棄物処分への適用性についての概略的な調査
放射性廃棄物の地層処分までの幅広い処分概念を対象と
を行いました。その結果、事故廃棄物に適切な処分概念
した包括的な検討が必要となること、そのような検討を
等を構築していく上では、事故廃棄物の特徴に応じて、
効果的に行うためには各処分概念の基盤技術を整合的に
低レベル放射性廃棄物に適した浅地中処分から高レベル
放射性廃棄物の地層処分までの幅広い処分概念を対象と
取り扱うための工夫が必要になることが分かりました。
した包括的な検討が必要となること、そのような検討を
そこで本年度は、幅広い既往の処分概念を対象として、
効果的に行うためには各処分概念の基盤技術を整合的に
個々の処分方法に特有の安全確保の仕組みを解り易く比
取り扱うための工夫が必要になることが分かりました。
較できるような情報・知識の整理、事故廃棄物に適用し
いことなど、従来の原子力発電所で発生する放射性廃棄

の整備を進めました。

そこで本年度は、幅広い既往の処分概念を対象として、
既往の処分概念での安全確保の仕組みについての情

個々の処分方法に特有の安全確保の仕組みを解り易く比
報・知識の整理
較できるような情報・知識の整理、事故廃棄物に適用し
原子力炉施設等で発生する廃棄物は、放射性濃度等に
た場合の安全性を整合的に評価するための安全評価手法
より区分され、区分に応じて浅地中、中深度地中、深部
の整備を進めました。
(1)

地層中に埋設・処分されます。このうち、浅地中埋設（ト

レンチ処分・ピット処分）及び中深度地中埋設（余裕深

 既往の処分概念での安全確保の仕組みについて
度処分）は管理型処分であり、数十年～数百年におよび
の情報・知識の整理
制度的管理がなされます。これは対象となる廃棄物に含
原子力炉施設等で発生する廃棄物は、放射性濃度等に
まれる放射性核種の半減期がある程度短く、制度的管理
より区分され、区分に応じて浅地中、中深度地中、深部
の内に十分な減衰が見込めることによるものです。埋設
地層中に埋設・処分されます。
このうち、浅地中埋設（ト
深度や施設仕様は廃棄物に含まれる放射性核種の濃度や
レンチ処分・ピット処分）及び中深度地中埋設（余裕深
物量に応じて設計されることになります。一方、長半減
度処分）は管理型処分であり、数十年～数百年におよび
期核種を多量に含む濃度の高い廃棄物については、深部
制度的管理がなされます。これは対象となる廃棄物に含
地層中に閉じ込め、数百メートルにおよぶ重層な天然バ
まれる放射性核種の半減期がある程度短く、制度的管理
リアによって生活圏から隔離するという地層処分という
の内に十分な減衰が見込めることによるものです。埋設
方法が選定されています。事故廃棄物の処分概念を適切
深度や施設仕様は廃棄物に含まれる放射性核種の濃度や
に構築していくためには、こうした処分概念の特徴の概
物量に応じて設計されることになります。一方、長半減
念的な理解を踏まえ、各処分概念の有する安全機能とそ
期核種を多量に含む濃度の高い廃棄物については、深部
の効果を把握することが重要です。それらを、埋設・処
地層中に閉じ込め、数百メートルにおよぶ重層な天然バ
リアによって生活圏から隔離するという地層処分という
分深度、天然バリア、人工バリア、廃棄体、制度的管理
方法が選定されています。事故廃棄物の処分概念を適切
の観点から整理した結果を表 1 に示します。また、核種
に構築していくためには、こうした処分概念の特徴の概
毎にその閉じ込め・減衰に対する各安全機能の有効性を
念的な理解を踏まえ、各処分概念の有する安全機能とそ
分析し、核種の特性に応じた処分の安全確保のための要

表 処分概念毎の構成要素の特徴とそれらに期待される安全機能及び効果
各処分概念の有する安全機能とその効果を、深度、天然バリア、人工バリア、廃棄体、制度的管理の観点から整理しました。
浅地中埋設（トレンチ処分）

浅地中埋設（ピット処分）

中深度地中埋設（余裕深度処分）

地層処分

・地表から数[m]程度以内の範囲 ・地表から数[m]以深
・地表から50 [m]以深
・地表から300 [m]以深
・廃止措置以降は一般公衆が廃 ・廃止措置以降は一般公衆が廃棄物に接近す ・廃止措置以降においても一般公衆が ・廃止措置以降においても一般公衆が廃棄物に接
埋設 ①
棄物に容易に接近可能となる る可能性があるが，トレンチ処分よりも接 廃棄物に接近する可能性は小さいが 近する可能性は極めて小さいがゼロではない
深度
ことを考慮する必要がある
近の可能性は小さい
ゼロではない
②
・廃止措置後の物理的接近の抑制
・廃止措置後の物理的接近の抑制
・廃止措置後の物理的接近の抑制
天然 ・砂又は土壌で地下水移行時間 ・砂，土壌又は岩で地下水移行時間は 10～ ・岩で地下水移行時間は100～1000年 ・岩で地下水移行時間は1000年のオーダー以上
①
バリ
は１年のオーダー程度
100年のオーダー程度
のオーダー程度
・長期にわたる安定性，低透水性，還元性の維持
ア ② ・短半減期収着性核種の減衰
・短半減期核種，長半減期収着性核種の減衰 ・長半減期収着性核種の減衰
・長半減期核種，超長半減期収着性核種の減衰
・固体であることまたはその他 ・容器などによる飛散防止
・容器などによる飛散防止
・ガラス固化（低溶出性）
の措置で飛散防止
・固型化（収着性，低浸出性）
・固型化（収着性，低溶出性）又は容 ・オーバーパック（1000年閉じ込め）
① ・放射能濃度の制限（濃度上限 ・放射能濃度の制限（濃度上限値有）
器に封入（閉じ込め）
・固型化（収着性，低浸出性）または容器に封入
廃棄
値有）
・放射化金属の低溶出性
・放射化金属の低溶出性
物
・放射能濃度の制限（濃度上限値有） ・還元性条件における溶解度制限
・操業中飛散による被ばくの抑 ・操業中飛散による被ばくの抑制
・操業中飛散による被ばくの抑制
・操業中飛散による被ばくの抑制
②
制
・全ての核種の漏出低減
・全ての核種の漏出低減
・短半減期核種の減衰 ・全ての核種の漏出低減
・期待しない
・コンクリートピットなど
・人工バリア材料（充てん材，コンク ・緩衝材による力学緩衝，地下水流れの抑制（拡
－浸透水量の抑制
（埋設地構成材の収着性は考
リートピット，低拡散層）による放 散場の確保），放射性核種の収着
－接近性の低減
人工 ① 慮）
射性核種の収着，接近性の低減
・充てん材による収着，化学緩衝
・充塡材による収着
バリ
・低拡散層による拡散抵抗
・崩壊系列核種の還元性条件における溶解度制限
ア
・低透水層による地下水流れの抑制
（Np-237等）
・全ての核種の漏出低減
・全ての核種の漏出低減
・全ての核種の漏出低減 ・物理的接近の抑制
②
・物理的接近の抑制
・物理的接近の抑制
・低溶解度の崩壊系列核種の減衰
・50年程度の制度的管理
・300～400年程度の制度的管理
・300～400年程度の制度的管理（検討 ・土地利用制限，記録の保存などの制度的管理
①
管理
中）
（未確定）
② ・物理的接近の時間的制限
・物理的接近の時間的制限
・物理的接近の時間制限
・物理的接近の時間制限

 ①各処分概念の特徴，期待される安全機能； ②期待される効果
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による物理的接近の抑制が効果的となり、
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接近による物理的接近を抑制することができる
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本研究は、平成 25 年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」に係る補助事業の一環として、原子力機構が技術研究組合国際廃炉

本研究は、平成 25 年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」に係る補助事業の一環として、原子力機構が技術研究組合国
本研究は、平成
25 年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」に係る補助事業の一環として、原子力機構が技術研究組合国際廃炉
研究開発機構（IRID）の一員として実施した研究成果を含むものである。
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倍希釈海水レベル）
以下の希釈
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人工海水中で、
腐食すきま再不動態化電位は自然浸漬電位より高
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の注水冷却系が作動し冷却水中の
由来の塩化物イオン濃度は大幅に低下しましたが、一旦
由来の塩化物イオン濃度は大幅に低下しましたが、一旦
海水由来の塩化物イオン濃度は大幅に低下しましたが、
海水が注入された
SFPSFP
内では、
燃料集合体の表面やすき
海水が注入された
内では、
燃料集合体の表面やすき
一旦海水が注入された
SFP
内では、燃料集合体の表面
ま部に海水成分が付着、残留して、燃料材料の腐食の進
ま部に海水成分が付着、残留して、燃料材料の腐食の進
やすきま部に海水成分が付着、残留して、燃料材料の腐
行に影響を与える可能性も考えられます。
行に影響を与える可能性も考えられます。
食の進行に影響を与える可能性も考えられます。
今後、実施される
1F1～3
号機の燃料集合体の取出し
今後、実施される
1F1～3
号機の燃料集合体の取出し
今後、実施される
1F1
～
3
号機の燃料集合体の取出
作業とその後の共用プールにおける
1F41F4
号機を含めた燃
作業とその後の共用プールにおける
号機を含めた燃
し作業とその後の共用プールにおける 1F4 号機を含め
料集合体の長期的な保管に係る多くの作業を安全かつ確
料集合体の長期的な保管に係る多くの作業を安全かつ確
た燃料集合体の長期的な保管に係る多くの作業を安全か
実に実施するため、これまで経験のない海水由来の成分
実に実施するため、これまで経験のない海水由来の成分
つ確実に実施するため、これまで経験のない海水由来の
を含む水環境と放射線に同時にさらされた燃料部材の劣
を含む水環境と放射線に同時にさらされた燃料部材の劣
成分を含む水環境と放射線に同時にさらされた燃料部材
化損傷の有無を調べる必要があります。また、SFP
内の内の
化損傷の有無を調べる必要があります。また、SFP
の劣化損傷の有無を調べる必要があります。また、SFP
燃料集合体は、当面は共用プールに移送・保管されます
燃料集合体は、当面は共用プールに移送・保管されます
内の燃料集合体は、当面は共用プールに移送・保管され
が、その後の処理方策を検討しておく必要もあります。
が、その後の処理方策を検討しておく必要もあります。
ますが、その後の処理方策を検討しておく必要もありま
処理方策の
1 つとして再処理がありますが、海水成分の
処理方策の
1 つとして再処理がありますが、海水成分の
す。処理方策の 1 つとして再処理がありますが、海水成
付着、ガレキの同伴、損傷、構造強度の低下等の可能性
付着、ガレキの同伴、損傷、構造強度の低下等の可能性
分の付着、ガレキの同伴、損傷、構造強度の低下等の可
がある使用済燃料集合体を再処理する場合の再処理工程
がある使用済燃料集合体を再処理する場合の再処理工程
能性がある使用済燃料集合体を再処理する場合の再処理
に与える影響の検討も必要です。これらの検討を行う上
に与える影響の検討も必要です。これらの検討を行う上
工程に与える影響の検討も必要です。これらの検討を行
で、燃料集合体における海水成分の移行・残留などの挙
で、燃料集合体における海水成分の移行・残留などの挙
う上で、燃料集合体における海水成分の移行・残留など
動、放射線の影響に関する基礎的な研究を実施すること
動、放射線の影響に関する基礎的な研究を実施すること
の挙動、放射線の影響に関する基礎的な研究を実施する
が将来の材料劣化損傷や再処理工程で起こり得る課題を
が将来の材料劣化損傷や再処理工程で起こり得る課題を
ことが将来の材料劣化損傷や再処理工程で起こり得る課
予測し対策を講じるために重要です。
予測し対策を講じるために重要です。
題を予測し対策を講じるために重要です。
以下では、1F
燃料集合体等の健全性、保管及び処理へ
以下では、1F
燃料集合体等の健全性、保管及び処理へ
以下では、1F 燃料集合体等の健全性、保管及び処理
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の海水注入の影響に係る研究の概要を紹介します。
の海水注入の影響に係る研究の概要を紹介します。
への海水注入の影響に係る研究の概要を紹介します。

 燃料集合体の健全性評価
 燃料集合体の健全性評価
(1)
燃料集合体の健全性評価
1F41F4
号機で使用された軽水炉用燃料ロッドの上部端栓
号機で使用された軽水炉用燃料ロッドの上部端栓
1F4
号機で使用された軽水炉用燃料ロッドの上部端栓
は、Zircaloy-2
製ボルトと
SUS304L
製ナットで構成さ
は、Zircaloy-2
製ボルトと
SUS304L
製ナットで構成さ
は、Zircaloy-2
製ボルトと SUS304L 製ナットで構成さ
れており、ねじ部同士のあいだですきま構造を形成して
れており、ねじ部同士のあいだですきま構造を形成して
れており、ねじ部同士のあいだですきま構造を形成して
います。そのため、事故直後の海水注入により、このす
います。そのため、事故直後の海水注入により、このす
います。そのため、事故直後の海水注入により、このす
きま部に海水成分が残留する場合、共用プールへの移送
きま部に海水成分が残留する場合、共用プールへの移送
きま部に海水成分が残留する場合、共用プールへの移送
後においてもすきま腐食が発生し、燃料集合体の構造健
後においてもすきま腐食が発生し、燃料集合体の構造健
後においてもすきま腐食が発生し、燃料集合体の構造健
全性に影響を与える可能性があります。このことから、
全性に影響を与える可能性があります。このことから、
全性に影響を与える可能性があります。このことから、
Zircaloy-2
製ボルトと
SUS304L
製ナットのすきま部に
Zircaloy-2
製ボルトと
SUS304L
製ナットのすきま部に
Zircaloy-2
製ボルトと
SUS304L
製ナットのすきま部に
おける海水成分の移行挙動（又は残留挙動）を評価する
おける海水成分の移行挙動（又は残留挙動）を評価する
おける海水成分の移行挙動
（又は残留挙動）を評価する
ため、Cl-36
トレーサを用いた浸漬試験を行いました。
ため、Cl-36
トレーサを用いた浸漬試験を行いました。
ため、Cl-36
トレーサを用いた浸漬試験を行いました。
1F4
号機号機
SFPSFP
内で行われた海水注入（2
倍希釈海水レベ
1F4
内で行われた海水注入（2
倍希釈海水レベ
1F4 号機 SFP 内で行われた海水注入（2 倍希釈海水レベ
ル）とその後のプール水の水質改善の事象を模擬した条
ル）とその後のプール水の水質改善の事象を模擬した条
ル）とその後のプール水の水質改善の事象を模擬した条
件（2000
倍希釈海水レベルまで）で、上部端栓部材のす
件（2000
倍希釈海水レベルまで）で、上部端栓部材のす
件
（2000
倍希釈海水レベルまで）
で、上部端栓部材のす
きま部における海水成分移行挙動についてCl濃度を変化
きま部における海水成分移行挙動についてCl濃度を変化
きま部における海水成分移行挙動について
Cl 濃度を変
させて調査した結果、2
倍希釈時点では図
1 に示すよう
させて調査した結果、2
倍希釈時点では図
1 に示すよう
倍希釈時点では図 1 に示すよ
な化させて調査した結果、2
Cl-36
の分布であったが、
浸漬液中の
Cl 濃度が低下す
な Cl-36
の分布であったが、
浸漬液中の
Cl 濃度が低下す
うな Cl-36 の分布であったが、浸漬液中の Cl 濃度が低
ると、すきま部の
Cl-36
は残留せず、浸漬液側に移行す
ると、すきま部の
Cl-36
は残留せず、浸漬液側に移行す
下すると、すきま部の Cl-36 は残留せず、浸漬液側に移
ることが示され、海水注入時に上部端栓部材のすきま部
ることが示され、海水注入時に上部端栓部材のすきま部
行することが示され、海水注入時に上部端栓部材のすき
に一旦取り込まれた
Cl-36
は、プール水の水質の改善に
に一旦取り込まれた
Cl-36
は、プール水の水質の改善に
ま部に一旦取り込まれた Cl-36 は、プール水の水質の改
ともなって取り除かれることから、共用プールへの海水
ともなって取り除かれることから、共用プールへの海水
善にともなって取り除かれることから、共用プールへの
成分の持込み量は少ないと推測されました。
成分の持込み量は少ないと推測されました。
海水成分の持込み量は少ないと推測されました。

 放射線下における海水成分の腐食影響の評価
 放射線下における海水成分の腐食影響の評価
(2) 放射線下における海水成分の腐食影響の評価
前記したように
1F 事故時には
1F2〜4
号機の
SFPSFP
に に
前記したように
1F 事故時には
1F2〜4
号機の
前記したように 1F 事故時には 1F2～4 号機の SFP に
海水が注入されました。このことにより、SFP
内の燃料
海水が注入されました。このことにより、SFP 内の燃料
海水が注入されました。このことにより、SFP 内の燃料
集合体は海水成分を含む通常とは異なる水質環境で保管
集合体は海水成分を含む通常とは異なる水質環境で保管
集合体は海水成分を含む通常とは異なる水質環境で保管



ハンドリングへの影響

不純物の工程内挙動
清澄

せん断

溶解

分離

分配

精製

脱硝

濃縮
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図  再処理工程で懸念される影響
再処理工程では燃料集合体をせん断・溶解し、溶媒抽出により有用な 8 と 3X を回収します。損傷燃料等を再処理する場合、せん断
工程等でのハンドリングへの影響、不純物による腐食影響、不純物の工程内挙動、不純物の廃棄体への影響がないか確認する必要が
あります。

されました。今後、共用プール等で長期に渡り保管して
されました。今後、共用プール等で長期に渡り保管して
いくためには、燃料集合体部材への海水成分の影響を評
いくためには、燃料集合体部材への海水成分の影響を評
価していく必要があります。そこで、海水成分を含む水
価していく必要があります。そこで、海水成分を含む水
にさらされた燃料集合体を共用プール等で安全に保管で
にさらされた燃料集合体を共用プール等で安全に保管で
きるか評価するため、実際の保管環境を想定した試験を
きるか評価するため、実際の保管環境を想定した試験を
行いました。
行いました。
燃料集合体すきま部を簡便に模擬したステンレス板と
燃料集合体すきま部を簡便に模擬したステンレス板と
ジルコニウム板の合わせ材を用いて、人工海水を純水で
ジルコニウム板の合わせ材を用いて、人工海水を純水で
希釈することで保管環境の水を模擬した溶液に放射線を
希釈することで保管環境の水を模擬した溶液に放射線を
照射しながら腐食すきま再不動態化電位を調べました。
照射しながら腐食すきま再不動態化電位を調べました。
室温にて、放射線の強さを
室温にて、放射線の強さを 0、500、5000Gy/h と変化さ
せました。図
せました。図 22 は、腐食すきま再不動態化電位と塩化物
は、腐食すきま再不動態化電位と塩化物
イオン濃度の関係図です。
イオン濃度の関係図です。腐食すきま再不動態化電位が、
材料を水溶液に漬けたときに自然に発生する電位
（自然
材料を水溶液に漬けたときに自然に発生する電位（自然
浸漬電位）
がより高い場合は、すきま部で腐食が起き難
浸漬電位）がより高い場合は、すきま部で腐食が起き難
いと評価されますが、図
いと評価されますが、図 22 の結果から塩化物イオン濃度
の結果から塩化物イオン濃度
が高い場合でもすきま部で腐食が起き難いことが示され
が高い場合でもすきま部で腐食が起き難いことが示され
ました。したがって、SFP
ました。したがって、SFP や共用プールにおいて、燃料
や共用プールにおいて、燃料
集合体のすきま部で腐食が発生する懸念は小さいことを
集合体のすきま部で腐食が発生する懸念は小さいことを
確認しました。
確認しました。
(3)
プール内燃料等の処理検討
 プール内燃料等の処理検討
1F
1F 各号機
各号機 SFP
SFPに貯蔵されている燃料集合体のうち、
に貯蔵されている燃料集合体のうち、

1F2
～ 4 号機の燃料集合体は海水にさらされており、
1F2～4号機の燃料集合体は海水にさらされており、
1F1、
1F1、3、4
号機の燃料集合体は落下したガレキによる変
3、4 号機の燃料集合体は落下したガレキによる変形・損
形・損傷や燃料集合体への海水やガレキ同伴の可能性が
傷や燃料集合体への海水やガレキ同伴の可能性がありま

あります。これらの燃料集合体は、SFP
から取出し、共
す。これらの燃料集合体は、SFP から取出し、共用プー
用プールに移送・保管しますが、今後の廃止措置に向け

ルに移送・保管しますが、今後の廃止措置に向けてそれ
以降の取扱いを決める必要があります。
本件は、これらの変形・損傷、海水・ガレキの同伴し
本件は、これらの変形・損傷、海水・ガレキの同伴し
た燃料集合体（損傷燃料等）の処理方策の 1 つである再
た燃料集合体（損傷燃料等）の処理方策の 1 つである再
処理を行った場合の再処理工程における影響の有無を把
処理を行った場合の再処理工程における影響の有無を把
握し、損傷燃料等の再処理が可能かを判断するための指
握し、損傷燃料等の再処理が可能かを判断するための指
標整備を目的としています。これらの損傷燃料等を再処
標整備を目的としています。これらの損傷燃料等を再処
理する場合、再処理工程において図 3 に示す影響が考え
てそれ以降の取扱いを決める必要があります。

られます。そのため、以下の試験等を実施しました。
理する場合、再処理工程において図 3 に示す影響が考え
①不純物による腐食影響評価
られます。そのため、以下の試験等を実施しました。
高レベル廃液濃縮缶及び高レベル廃液貯槽を対象に、
①不純物による腐食影響評価
不純物、核分裂生成物（FP）等の成分を添加した模擬
高レベル廃液濃縮缶及び高レベル廃液貯槽を対象
廃液による腐食試験を実施しました。その結果、腐食
に、不純物、核分裂生成物（FP）等の成分を添加した
形態は通常時と同じ全面腐食であり、孔食は見られま
模擬廃液による腐食試験を実施しました。その結果、
せんでした。また、不純物により腐食速度が増加しな
腐食形態は通常時と同じ全面腐食であり、孔食は見ら
れませんでした。また、不純物により腐食速度が増加
いことを確認しました。
しないことを確認しました。
②不純物の工程内挙動評価
②不純物の工程内挙動評価
不純物の U・Pu 製品系への移行や不純物による U・
U・Pu 製品系への移行や不純物による
U・
Pu不純物の
の抽出への影響を把握するため、不純物、FP
等の
Pu の抽出への影響を把握するため、不純物、FP 等の
成分を添加した模擬液による溶媒抽出試験を実施しま
成分を添加した模擬液による溶媒抽出試験を実施しま
した。
その結果、不純物成分の分配比は 10-2～10-3 オー
した。その結果、不純物成分の分配比は
10-2 ～ 10-3 オー
ダーと低く、また、U・Pu
の分配比は不純物の影響を
ダーと低く、また、U・Pu の分配比は不純物の影響
受けないことを確認しました。
を受けないことを確認しました。
③不純物の廃棄体への影響評価
③不純物の廃棄体への影響評価
国内再処理施設で想定される標準廃液組成に、不純
国内再処理施設で想定される標準廃液組成に、不純
物として海水、モルタルの主要成分を添加した粉末試
物として海水、モルタルの主要成分を添加した粉末試
料を調合してガラス試験片を作製し、均質性評価等を
料を調合してガラス試験片を作製し、均質性評価等を
実施しました。その結果、相分離物の析出はなく、ガ
実施しました。その結果、相分離物の析出はなく、ガ
ラス化しており、不純物の影響を受けないことを確認
ラス化しており、不純物の影響を受けないことを確認
しました。
しました。
④その他の影響の抽出及び整理
④その他の影響の抽出及び整理
再処理施設において想定される影響を網羅的に抽出
再処理施設において想定される影響を網羅的に抽出
し、必要な評価項目を整理しました。その結果、従来
し、必要な評価項目を整理しました。その結果、従来
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放射性廃棄物の処理・処分に関しては、
「放射性廃棄物
の性状（放射性核種の濃度や物理特性の評価等）の分析・
評価」
、
「放射性廃棄物保管中の安全性の評価、放射性廃
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とが望まれています。そこで、PSF を 1F 敷地内排水路
に設置にし、ガンマ線やベータ線を放出する放射性物質
とが望まれています。そこで、PSFをを1F
1F敷地内排水路
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に設置にし、ガンマ線やベータ線を放出する放射性物質
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に設置にし、ガンマ線やベータ線を放出する放射性物質


図  排水路への 36) の設置状況

左図のように光ファイバを円筒容器に巻き付け状態で、右
排水路への36)
36)の設置状況
の設置状況
図図排水路への
図にあるように排水路へ設置して試験を行いました。
左図のように光ファイバを円筒容器に巻き付け状態で、右
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原子力規制庁の特定原子力施設監視・評価検討会におい
いて、PSF
いて、PSF の排水路への設置が既に説明されており、平
の排水路への設置が既に説明されており、平
て、PSF の排水路への設置が既に説明されており、平成
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成
27
年度内の設置を目指しています。
[2]また、
成 27 年度内の設置を目指しています。
また、PSF
PSFは環
は環
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年度内の設置を目指しています。
また、PSF
は環
境回復を目的としたオフサイトで開発した技術の
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境回復を目的としたオフサイトで開発した技術の 1F 敷
敷
境回復を目的としたオフサイトで開発した技術の
1F
敷
地内
（オンサイト）
へ適用した技術の一例でもあります。
地内
（オンサイト）
へ適用した技術の一例でもあります。
地内（オンサイト）へ適用した技術の一例でもあります。
このようにオフサイトで開発した技術のオンサイトへの
このようにオフサイトで開発した技術のオンサイトへの
このようにオフサイトで開発した技術のオンサイトへの
適用を図っています。
適用を図っています。
適用を図っています。

 燃料デブリ取り出し時の線量評価
燃料デブリ取り出し時の線量評価

(4)燃料デブリ取り出し時における作業者の被ばく量低減
燃料デブリ取り出し時の線量評価
燃料デブリ取り出し時における作業者の被ばく量低減
燃料デブリ取り出し時における作業者の被ばく量低減
と効率的な廃炉作業工程の検討に有用な情報を、最新技
と効率的な廃炉作業工程の検討に有用な情報を、最新技
と効率的な廃炉作業工程の検討に有用な情報を、最新技
術を反映した解析により取得することを目的に、
術を反映した解析により取得することを目的に、1F
1Fプラ
プラ
術を反映した解析により取得することを目的に、1F
プ
ント内線量分布の評価を行っています。燃料デブリ、表
ント内線量分布の評価を行っています。燃料デブリ、表
面汚染、放射化物等による線源モデルと放射線輸送計算
ラント内線量分布の評価を行っています。燃料デブリ、
面汚染、放射化物等による線源モデルと放射線輸送計算
による評価手法を開発し、
試算結果を
表面汚染、放射化物等による線源モデルと放射線輸送計
による評価手法を開発し、
試算結果をNDF（原子力損害
NDF（原子力損害
賠償・廃炉等支援機構）に提示し、廃炉の技術戦略プラ
算による評価手法を開発し、試算結果を
NDF（原子力
賠償・廃炉等支援機構）に提示し、廃炉の技術戦略プラ
ン策定における燃料デブリ取り出し工法のリスク評価、
損害賠償・廃炉等支援機構）に提示し、廃炉の技術戦略
ン策定における燃料デブリ取り出し工法のリスク評価、
実現性検討に貢献しました。
プラン策定における燃料デブリ取り出し工法のリスク評
実現性検討に貢献しました。





図
図
 炭酸塩スラリーの外観（上）と粒子の形状（下）
炭酸塩スラリーの外観（上）と粒子の形状（下）
バイアル瓶中の
バイアル瓶中の $/36
$/36 の炭酸塩スラリーの外観と粒子形状
の炭酸塩スラリーの外観と粒子形状
の一例写真を示しています。
の一例写真を示しています。
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図
 炉内の線量分布の試算の例
炉内の線量分布の試算の例
左図が格納容器内の線源モデルの例で、上から蒸気発生器
左図が格納容器内の線源モデルの例で、上から蒸気発生器
（橙色）や気水分離機（黄色）
、デブリ（山吹色
（橙色）や気水分離機（黄色）
、デブリ（山吹色  ヶ所）を
ヶ所）を
線源として配置しています。
線源として配置しています。右図は燃料デブリからの線量影
右図は燃料デブリからの線量影
響評価の例を示しており、青→黄→赤へ変化するにつれ、線
響評価の例を示しており、青→黄→赤へ変化するにつれ、線
量率が高くなります。
量率が高くなります。

 +,&
+,&
上のたまり水発生の現象解明
(5)
HIC上のたまり水発生の現象解明
上のたまり水発生の現象解明

東京電力が増設した
東京電力が増設した
ALPS
の前処理設備である炭酸塩
東京電力が増設したALPS
ALPS の前処理設備である炭酸塩
の前処理設備である炭酸塩
沈殿処理において発生した廃棄物（スラリー）を収納し
沈殿処理において発生した廃棄物（スラリー）を収納し
沈殿処理において発生した廃棄物
（スラリー）を収納し
ている
HIC（高性能容器）
において、
溢水が平成
年 44
ている
HIC（高性能容器）
において、
溢水が平成27
27
ている HIC（高性能容器）において、溢水が平成
27 年
年4
月に発見されました。このため、東京電力より原因究明
月に発見されました。このため、東京電力より原因究明
月に発見されました。このため、東京電力より原因究明
に係る要請を受け、溢水のメカニズム解明に係る分析、
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に係る要請を受け、溢水のメカニズム解明に係る分析、
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図  環境動態研究においてモデル予測を目指す放射性物質の移動挙動と予測結果の主な反映先
山地森林に残存する放射性物質が、水流等の自然の駆動力によって我々の生活圏や海に向かって移動する挙動を予測することによ
り、住民の方々の帰還後の生活や産業復興に役立てることを目指しています。

原子力機構では、環境中に放出された放射性物質の移
原子力機構では、環境中に放出された放射性物質の移
動挙動を解明・予測することを目的とした環境動態研究
動挙動を解明・予測することを目的とした環境動態研究
を進めています。福島県では、東京電力㈱福島第一原子
を進めています。福島県では、東京電力㈱福島第一原子
力発電所（1F）の事故により放出された放射性物質によ
力発電所
（1F）の事故により放出された放射性物質によ
る汚染に対し、生活圏及びその周辺の除染が進められて
る汚染に対し、生活圏及びその周辺の除染が進められて
いるところですが、現在でも山地森林には放射性物質が
いるところですが、現在でも山地森林には放射性物質が
残存しています。時間の経過とともに、これらの放射性
残存しています。時間の経過とともに、これらの放射性
物質は、水流や風などの自然の駆動力によって移動し、
物質は、水流や風などの自然の駆動力によって移動し、
最終的には生活圏や海に到達、生活や健康に影響を及ぼ
最終的には生活圏や海に到達、生活や健康に影響を及ぼ
すことが懸念されています。環境動態研究は、この懸念
すことが懸念されています。環境動態研究は、この懸念
に応えることにより、住民の方々の早期帰還や帰還後の
に応えることにより、住民の方々の早期帰還や帰還後の
産業復興に役立てることを目指しています。
産業復興に役立てることを目指しています。
(1) 環境動態研究で目指す成果と反映先
(1) 環境動態研究で目指す成果と反映先
環境動態研究において予測モデルの確立を目指してい
環境動態研究において予測モデルの確立を目指してい
る放射性物質の移動挙動とその反映先は、以下の通りで
る放射性物質の移動挙動とその反映先は、以下の通りで
す（図 1）。
す（図 1）
。
① 森林内での流出・流入挙動
① 森林内での流出・流入挙動
森林内において放射性物質は、樹木や地表面に存在し
 森林内において放射性物質は、樹木や地表面に存在し
ます。樹木に存在する放射性物質は林内雨、
樹幹流、落葉・
ます。樹木に存在する放射性物質は林内雨、樹幹流、落
落枝により地表面に向かって、地表面の放射性物質は表
葉・落枝により地表面に向かって、地表面の放射性物質
層流等により標高の低い方に向かって移動しますが、そ
は表層流等により標高の低い方に向かって移動しますが、
の際、一部のものは移流・分散により深さ方向にも移動
その際、一部のものは移流・分散により深さ方向にも移
すると考えられます。地表面の放射性物質の多くは土壌
動すると考えられます。地表面の放射性物質の多くは土
粒子等に強く吸着されていますが、水に溶けやすい状態
壌粒子等に強く吸着されていますが、水に溶けやすい状
のものもわずかに存在します。このような放射性物質の
態のものもわずかに存在します。このような放射性物質
存在状態
（化学種）ごとに、放射性物質の森林内におけ
の存在状態（化学種）ごとに、放射性物質の森林内にお
る挙動を明らかにすることにより、林業等森林内での作
ける挙動を明らかにすることにより、林業等森林内での
業時の被ばく線量予測が可能になるとともに、樹木内も
含めた森林内での放射性物質の循環挙動予測に役立てる
作業時の被ばく線量予測が可能になるとともに、樹木内
ことができると考えています。
も含めた森林内での放射性物質の循環挙動予測に役立て

ることができると考えています。
② 環境水への流入挙動
② 表層流により山地森林から流出した放射性物質を含む
環境水への流入挙動
土壌粒子は、やがて河川水系に流入します。その量は、
表層流により山地森林から流出した放射性物質を含む
土壌粒子は、やがて河川水系に流入します。その量は、
降雨時等、表層水が顕著に流れるような条件では増加し
ます。上流から下流に流れる過程で、ダムや堰など流速
降雨時等、表層水が顕著に流れるような条件では増加し
が遅くなるような場所では、土壌粒子は湖底や河底に堆
ます。上流から下流に流れる過程で、ダムや堰など流速
積します。一方、河川水中の放射性物質は、土壌粒子
が遅くなるような場所では、土壌粒子は湖底や河底に堆
等に強く吸着された状態（懸濁態）のものがほとんどを
積します。一方、河川水中の放射性物質は、土壌粒子等
占め、水に溶けた状態（溶存態）のものは極めて少ない
に強く吸着された状態（懸濁態）のものがほとんどを占
と考えられます。このような化学種ごとの放射性物質の
め、水に溶けた状態（溶存態）のものは極めて少ないと
挙動を予測することにより、河川水を処理して飲料水と
考えられます。このような化学種ごとの放射性物質の挙
して摂取する場合の被ばく線量予測が可能になるととも
動を予測することにより、河川水を処理して飲料水とし
に、ダム湖水や河川水を農業用水として利用した場合の
て摂取する場合の被ばく線量予測が可能になるとともに、
農作物への移行量予測に役立てることができると考えて
ダム湖水や河川水を農業用水として利用した場合の農作
います。
物への移行量予測に役立てることができると考えていま
③ 生活圏・周辺への流入挙動
す。
河川水系において、大雨の時のように河川敷まで水に
③ 生活圏・周辺への流入挙動
浸かるような高水時には、より多くの土壌粒子が河川に
河川水系において、大雨の時のように河川敷まで水に
流入するとともに、一部のものは河川敷に繁茂する植生
浸かるような高水時には、より多くの土壌粒子が河川に
に捕捉され、局所的に線量率の高い場所が生じることが
流入するとともに、一部のものは河川敷に繁茂する植生
あります。このような放射性物質の挙動を明らかにする
に捕捉され、局所的に線量率の高い場所が生じることが
ことにより、これらの場所が生活圏に隣接する場合、あ
あります。このような放射性物質の挙動を明らかにする
るいは、河川敷の一部が生活圏となっている場合に、利
ことにより、これらの場所が生活圏に隣接する場合、あ
用する方々の被ばく線量予測が可能になると考えていま
るいは、河川敷の一部が生活圏となっている場合に、利
す。
用する方々の被ばく線量予測が可能になると考えていま
④ 海水・海底土中の分布
す。
河川水系を流れる放射性物質を含む土壌粒子は、流速
④
海水・海底土中の分布
の遅い場所での堆積や河川敷における捕捉等により水系
内に止まるものの他は、最終的に海に到達します。河川
河川水系を流れる放射性物質を含む土壌粒子は、流速の
水と海水が混合する領域では、土壌粒子からの放射性物
遅い場所での堆積や河川敷における捕捉等により水系内
質の脱離による溶存態の増加や土壌粒子の凝集による団
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図  請戸川水系における放射性セシウムの推定移動量と河川水中の放射性セシウム濃度．
     空間線量率分布は、放射線量等分布マップ拡大サイト（電子国土版、平成  年  月  日時点）による．
解析から得られた他の土地利用からの放射性セシウム流入量>@、調査から得られた森林からの放射性セシウムの流出率（年）及
び大柿ダムからの放射性セシウムの流出率（流入量の 以下）>@を仮定して試算された河口からの流出量（7%T年）は、他の調
査の観測結果（7%T年）>@と同程度で、河川水系全体の放射性セシウムの挙動を評価できつつあるといえます。

粒化等が起こり、放射性物質の化学種や土壌粒子の形態
に止まるものの他は、最終的に海に到達します。河川水
が河川水領域と異なるものに変化すると考えられます。
と海水が混合する領域では、土壌粒子からの放射性物質
その後、溶存態と懸濁態として安定になった放射性物質
の脱離による溶存態の増加や土壌粒子の凝集による団粒
は、海流等の駆動力により、海洋中を拡散していきます。
化等が起こり、放射性物質の化学種や土壌粒子の形態が
このような放射性物質の挙動を明らかにすることによ
河川水領域と異なるものに変化すると考えられます。そ
り、海水及び海底土中の放射性物質の分布予測が可能に
の後、
溶存態と懸濁態として安定になった放射性物質は、
なり、水産物への移行量予測に役立てることができると
海流等の駆動力により、海洋中を拡散していきます。こ
考えています。
のような放射性物質の挙動を明らかにすることにより、
(2) 研究プロジェクト
海水及び海底土中の放射性物質の分布予測が可能になり、
（1）の目標を達成するために、原子力機構では以下の
水産物への移行量予測に役立てることができると考えて
調査研究を進めています。
います。
① 海洋における物質動態のモデル開発（6-2 参照）
(2) 研究プロジェクト
原子力科学研究部門原子力基礎工学研究センターで
(1)の目標を達成するために、原子力機構では以下の調
は、福島近海域の海水中及び海底土の放射性核種濃度を
査研究を進めています。
正確に評価可能な予測システムを開発し、海洋調査デー
①
海洋における物質動態のモデル開発（6-2 参照）
タに基づく実態に近い汚染状況と将来予測の評価を実施
原子力科学研究部門原子力基礎工学研究センターでは、
することを目指しています。これまでに、物質移行予測
福島近海域の海水中及び海底土の放射性核種濃度を正確
モデルに河川流出過程を考慮するための改良を行い、海
に評価可能な予測システムを開発し、海洋調査データに
洋調査による海底土中の核種移行過程に関するデータに
基づく実態に近い汚染状況と将来予測の評価を実施する
基づき、海底土の汚染状況の変化を再現しています。
ことを目指しています。これまでに、物質移行予測モデ
② 福島長期環境動態研究（F-TRACE）
（1-2 参照）
ルに河川流出過程を考慮するための改良を行い、海洋調
福島研究開発部門福島環境安全センターでは、浜通り
側の 7 河川水系（太田川～木戸川）を中心に、未除染の
査による海底土中の核種移行過程に関するデータに基づ
山地森林から水流や風等により移動する放射性セシウム
き、海底土の汚染状況の変化を再現しています。
の挙動を長期にわたり観測し、移動挙動を解析・予測す
②
福島長期環境動態研究（F-TRACE）
（1-2 参照）
るためのモデルを開発するとともに、予測結果に基づき
福島研究開発部門福島環境安全センターでは、浜通り
側の  河川水系（太田川～木戸川）を中心に、未除染の
山地森林から水流や風等により移動する放射性セシウム
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 福島長期環境動態研究（)75$&(）
（1）
6-1 ⑴ 福島長期環境動態研究（F-TRACE）
―森林調査―
― 森林調査 ―

福島環境安全センター 環境動態研究グループ  新里 忠史、北村 哲浩

福島環境安全センター
(1)

新里 忠史、北村 哲浩

はじめに

 はじめに
福島県内に残存する東京電力福島第一原子力発電所事
福島県内に残存する東京電力福島第一原子力発電所事
故に由来する放射性物質のうち、放射性セシウム
137
（
以
故に由来する放射性物質のうち、放射性セシウム 137
（以
137
下、
はその半減期が約 30
下、137Cs）
Cs）はその半減期が約
30年と長いことから、今
年と長いことから、今
後長期にわたり、環境中の分布状況とそれに伴う被ばく
後長期にわたり、環境中の分布状況とそれに伴う被ばく
線量の変化に注視していく必要があります。生活圏は順
線量の変化に注視していく必要があります。生活圏は順
次除染が進められおり、住居等の近隣や人が日常的に立
次除染が進められおり、住居等の近隣や人が日常的に立
ち入る森林での除染が着実に進められています
[1]。一
ち入る森林での除染が着実に進められています[1]。一方
方で、森林からの放射性物質の流出・拡散及び林産物へ
で、森林からの放射性物質の流出・拡散及び林産物への
の放射性物質の移行等について、実態把握と対策が急が
放射性物質の移行等について、実態把握と対策が急がれ
れます。林産物への放射性物質の移行等については、森
ます。林産物への放射性物質の移行等については、森林
林総合研究所との共同研究により、材及びキノコ等を対
総合研究所との共同研究により、材及びキノコ等を対象
として状況把握と移行抑制対策に係る調査研究を進めて
象として状況把握と移行抑制対策に係る調査研究を進め
います。
ています。
本報告では、原子力機構が主体となり進めている森林
本報告では、原子力機構が主体となり進めている森林
137Cs の深度分布と経年変化に関する現地
土壌における 137
土壌における
Cs の深度分布と経年変化に関する現地
調査の結果とともに、それら現地調査の結果を踏まえた
調査の結果とともに、それら現地調査の結果を踏まえた
137Cs の流出率に関する解析結果を報告します。
137
Cs の流出率に関する解析結果を報告します。

＜川内村 荻地区＞
 約㻠 㼗㼙四方の広がりを持つ山間盆地
 盆地の最下流部には荻ダム湖が分布
 年間降水量 㻝㻘㻡㻝㻝 㼙㼙 㻔過去㻟㻜年の平均㻘㻌㻝㻥㻤㻝㻙㻞㻜㻝㻜
年） 㻔㻞㻜㻝㻟年：㻝㻘㻞㻟㻠 㼙㼙，㻞㻜㻝㻠年：㻝㻘㻠㻢㻡 㼙㼙㻕
 平均気温 １月：㻙㻜㻚㻣℃、㻣月：㻞㻝㻚㻝℃
㻔過去㻟㻜年㻘㻌㻝㻥㻤㻝㻙㻞㻜㻝㻜年㻕
植 生

㻨㻌荻地区 㻯㻌㻪
 南向きの斜面
 褐色森林土
 急傾斜
 堆積性土壌
針広混交林
（コナラ、スギ、  尾根㻙斜面㻙谷底か  黒ボク土
アカマツ）
らなる単純な地形

土の約 70% にあたり、
森林の大部分は山地に分布します。

の解析は、原子力機構が開発した SACT モデル [4] を用
いました。このモデルでは、 Cs の深度分布を考慮して、
137

土 壌

㻨㻌荻地区 㻮㻌㻪
 南向きの谷地形
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福島県の森林面積は、国有林と民有林を合わせると県
福島県の森林面積は、国有林と民有林を合わせると県

土の約 70%にあたり、森林の大部分は山地に分布します。
民有林のうち、針葉樹林は約 4 割程度、広葉樹林が約 5
民有林のうち、針葉樹林は約 4 割程度、広葉樹林が約 5
割強、残り 1 割弱は竹林等です。針葉樹林ではスギ林が
割強、残り 1 割弱は竹林等です。針葉樹林ではスギ林が
最も多く、次いでアカマツ・クロマツ林となり、ヒノキ
最も多く、次いでアカマツ・クロマツ林となり、ヒノキ
林が非常に少ないことが特徴です[2]。また、放射性セシ
林が非常に少ないことが特徴です [2]。また、放射性セ
ウムは土壌粒子に吸着しやすく、一度吸着すると非常に
シウムは土壌粒子に吸着しやすく、一度吸着すると非常
離れにくい性質があるため、降雨に伴い発生する表面流
に離れにくい性質があるため、降雨に伴い発生する表面
と土砂移動により、森林の斜面方向へ移動すると考えら
流と土砂移動により、森林の斜面方向へ移動すると考え
れます。この斜面方向への移動は、斜面の傾斜や方位等
られます。この斜面方向への移動は、斜面の傾斜や方位
の地形特徴に関連すると考えられます。これらのことか
等の地形特徴に関連すると考えられます。これらのこと
ら、森林の調査地として、落葉広葉樹林とスギを優占種
から、森林の調査地として、落葉広葉樹林とスギを優占
とする針葉樹林とともに、同じ樹種では地形の特徴が異
種とする針葉樹林とともに、同じ樹種では地形の特徴が
なるように調査地を選びました（図 1）
。
異なるように調査地を選びました
（図 1）
。
現地調査では、尾根、斜面及び谷底といった地形要素
現地調査では、尾根、斜面及び谷底といった地形要素
の異なる地点で試料を採取しました。土壌試料は、森林
の異なる地点で試料を採取しました。土壌試料は、森林
の地表面から深さ方向へスクレーパープレートにより 1
の地表面から深さ方向へスクレーパープレートにより
1
cm 単位で採取し（図 2）
、各深度の放射性セシウム濃度
cm
単位で採取し
（図
2）
、各深度の放射性セシウム濃度
の測定と放射性セシウム沈着量を算出しました。
137Cs は、地表面から深さ方向に向かい濃度が急減し、
の測定と放射性セシウム沈着量を算出しました。
137Cs は、地表面から深さ方向に向かい濃度が急減し、
指数関数で近似される分布を示すことが知られています
指数関数で近似される分布を示すことが知られています
[3 など]。そのため、最小二乗法という統計手法を適用し
[3
など ]。そのため、最小二乗法という統計手法を適用
て指数関数により深度分布を近似し、濃度分布の形状を
示す係数（α値；沈着量の深度分布を示すβ値（緩衝深
して指数関数により深度分布を近似し、濃度分布の形状
度）とは異なる）を求めました（図
3）
。137Cs の流出率の
を示す係数
（α値；沈着量の深度分布を示すβ値
（緩衝
解析は、
原子力機構が開発した
モデル[4]を用いま
深度）
とは異なる）
を求めましたSACT
（図 3）
。137Cs の流出率

地 形
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斜面
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調査地と調査・解析の概要
(2) 調査地と調査・解析の概要
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図 調査地の概要
荻地区の  ヶ所の調査地では、荻地区 $（写真左）と % は植
生が同じで地形の特徴が異なり、荻地区 % と &（写真右）は
地形が同じで植生が異なります。


図 スクレーパープレートによる土壌試料の採取
森林土壌を地表面から FP 間隔で採取し、各深度に含まれ
る放射性セシウムの濃度を測定します。

年間当たりの流出率を流域単位で算出することができま
137Cs の深度分布を考慮して、年
した。このモデルでは、
す。
間当たりの流出率を流域単位で算出することができます。

(3)

調査と解析結果の概要

2013 年 1 月の 137Cs の深度分布は（図 3 右のグラフ

 調査と解析結果の概要
2013 年 1 月の 137Cs の深度分布は（図 3 右のグラフの
着量ピークのあることがわかります。また、尾根は斜面
赤線）
、尾根と斜面ともに、森林土壌の 0～1 cm に沈着量
と比較して深度分布の形状を示すα値が大きくなってい
ピークのあることがわかります。また、尾根は斜面と比
ます。α値は、値が大きいほど地表面のごく浅い部分に
較して深度分布の形状を示すα値が大きくなっています。
137Cs 多く分布することを示します。このため、尾根は
α値は、値が大きいほど地表面のごく浅い部分に 137Cs
斜面と比較して、より森林土壌のごく浅い部分に 137Cs
多く分布することを示します。このため、尾根は斜面と
が多く分布していると言えます。一方、2014
年 10 月の
比較して、より森林土壌のごく浅い部分に 137Cs が多く分
深度分布（図 3 右のグラフの青線）を見ると、2013 年 1
布していると言えます。一方、2014 年 10 月の深度分布
月と比較して、尾根では 137Cs 沈着量が減少するのに対
（図 3 右のグラフの青線）を見ると、2013 年 1 月と比較
して、斜面では増加していることがわかります。また、
して、尾根では 137Cs 沈着量が減少するのに対して、斜面
深度分布の形状を示すα値は、程度の差はあるものの、
では増加していることがわかります。また、深度分布の
尾根と斜面でともに減少しています
[5]。これらのこと
形状を示すα値は、程度の差はあるものの、尾根と斜面
137Cs が、
は、森林土壌のごく浅い部分に分布していた
でともに減少しています[5]。これらのことは、森林土壌
表面流や土砂移動に伴い移動して減少
3 右上）及び
のごく浅い部分に分布していた 137Cs （図
が、表面流や土砂移
増加
（図 3 右下）するとともに、深さ方向に移動したこ
動に伴い移動して減少
（図 3 右上）及び増加（図 3 右下）
とを示すと考えられます。但し、深さ
0 ～ 5cm までの
するとともに、深さ方向に移動したことを示すと考えら
137Cs 沈着量は全沈着量の 84 ～ 92％であり、いまだに
れます。但し、深さ 0～5 cm までの 137Cs 沈着量は全沈
137Cs の大部分が分布しています [5]。 137
地表面付近に
着量の 84 ～92％であり、いまだに地表面付近に
Cs
137Cs の流出率の解析で使用した SACT モデル [4] で
の大部分が分布しています[5]。
137Cs の流出率の解析で使用したSACT モデル[4]では、
は、降雨量や地形／土壌の特徴、土地利用及び放射性セ
降雨量や地形／土壌の特徴、土地利用及び放射性セシウ
シウム濃度の深度分布などを変数として、表面流と土砂
ム濃度の深度分布などを変数として、表面流と土砂移動
移動に伴う流出率を年間当たりで算出することができま
に伴う流出率を年間当たりで算出することができます。
す。ここでは、川内村荻地区を含む流域を事例として、
137Cs
137ここでは、川内村荻地区を含む流域を事例として、
Cs の深度分布を示すα値のみを変化させ、α値の変
の深度分布を示すα値のみを変化させ、α値の変化が流
化が流出率に与える影響を確認しました。特に、尾根部
出率に与える影響を確認しました。特に、尾根部のよう
のような緩傾斜部でα値の経年変化が大きいことから
な緩傾斜部でα値の経年変化が大きいことから（図
3）
、
（図 3）、解析対象の流域全域をα＝ 1.2 とした解析ケー
解析対象の流域全域をα＝1.2
ス（Case1）
、緩傾斜部のみα＝ とした解析ケース（Case
0.5 とし残りをα＝ 1.2
1）
、緩傾斜部のみα＝0.5
とし残りをα＝1.2
とした解析
とした解析ケース（Case2）の 2 つの条件で解析しまし
ケース（Case2）の 2 つの条件で解析しました（図
4）
。
た（図 4）
。その結果、Case2 では流域全体の 137Cs の流
137
その結果、
Case2 では流域全体の Cs の流出率が Case1
出率が Case1 と比較して減少し、特に森林域では、流
と比較して減少し、特に森林域では、流出率が 0.31％か
出率が 0.31％から 0.14％と約半分に減少しました [5]。
ら 0.14％と約半分に減少しました[5]。これは、Case2 で
これは、Case2 でα＝ 0.5 と設定したことにより、森林
α＝0.5 と設定したことにより、
森林土壌のごく浅い部分
土壌のごく浅い部分の 137Cs 量が少なくなり、その結果、
137
の Cs 量が少なくなり、その結果、流出率が減少したと
流出率が減少したと考えられます。現地調査で得られた
考えられます。現地調査で得られたα値は、経年変化に
α値は、経年変化により減少しているため
（図 3）、今後、
より減少しているため（図 3）
、今後、137Cs の流出率は減
137Cs の流出率は減少する傾向にあると考えられます。
少する傾向にあると考えられます。
の赤線）、尾根と斜面ともに、森林土壌の 0 ～ 1cm に沈

(4)

 まとめと今後の予定
まとめと今後の予定
137
現地調査により、
現地調査により、137Cs
Csは年を経るごとに深度方向へ
は年を経るごとに深度方向へ移
137
移動するものの、いまだに地表面付近に
の大部分
動するものの、いまだに地表面付近に 137CsCs
の大部分が分
が分布していることがわかりました。また、現地調査を
布していることがわかりました。また、現地調査を踏ま
137
踏まえて
の流出率の経年変化を解析した結果、流
えて 137Cs Cs
の流出率の経年変化を解析した結果、
流出率は
出率は時間の経過とともに減少する傾向が推定されまし
時間の経過とともに減少する傾向が推定されました。今
た。今後、流出率の減少傾向を確認するための現地調
後、流出率の減少傾向を確認するための現地調査と予測


図  &V 深度分布の経年変化の例
（川内村荻地区 %、 年 か月間）
137Cs の深度分布は、赤線が  年  月、青線が  年  月

に採取した土壌の分析結果に基づきます。

解析ケース

放射性セシウムの深度分布
の形状（α 値）
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図 

137Cs の流出率の解析結果

流域の全域をα＝ と設定した場合と比較して、緩傾斜部にα
＝ を設定した場合には流出率が減少します。

査と予測モデルの開発を進めるとともに、森林総合研究
所等との共同研究等を活用し、林内に分布する林産物の

モデルの開発を進めるとともに、森林総合研究所等との
Cs 蓄積量の予測解析及び林内における空間線量率の
共同研究等を活用し、林内に分布する林産物の 137Cs 蓄積
予測解析に係る現地調査と予測モデルの開発に取り組む
量の予測解析及び林内における空間線量率の予測解析に
予定です。
係る現地調査と予測モデルの開発に取り組む予定です。

137
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はじめに

Cs濃度（㻮㼝㻛㼗㼓）

137Cs濃度（㻮㼝㻛㼗㼓）
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図  調査地点
図  調査地点
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Cs濃度（Bq/kg）
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図 自動観測装置で観測した  年  月～ 年  月の河川水位と濁度（請戸川下流域の例）
請戸川下流域に設置した観測装置 D で、 年  月～ 年  月の河川水位と濁度（懸濁物質濃度の指標）を観測しました E 。
高水敷まで河川水が到達するような P 超の水位上昇は数回観測され、この時に土壌粒子が多く移動していることが分かります。
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福島長期環境動態研究（F-TRACE）
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福島の地表に沈着した放射性物質のうち、放射性半減
期が 30 年と比較的長く継続監視が必要な

137

Cs の多くは

福島の地表に沈着した放射性物質のうち、放射性半減
土壌粒子に付着しており、その移動は地表面における降
期が 30 年と比較的長く継続監視が必要な 137Cs の多くは
雨流出並びに河川における水流による土壌粒子の運搬・
土壌粒子に付着しており、その移動は地表面における降
堆積及び再移動に伴うものが主なプロセスと考えられま
雨流出並びに河川における水流による土壌粒子の運搬・
す。
堆積及び再移動に伴うものが主なプロセスと考えられま
私たちの研究開発は、このような土壌粒子の動きに着
す。
137Cs の移動予測モデルを開発することと、その
目した
私たちの研究開発は、このような土壌粒子の動きに着
移動による被ばく線量の変化を推定すること、そして被
目した 137Cs の移動予測モデルを開発することと、その移
ばく線量低減に有効な移動抑制等の対策を提案すること
動による被ばく線量の変化を推定すること、そして被ば
を目的としています。そして現在、様々な時間スケール
く線量低減に有効な移動抑制等の対策を提案することを
や空間スケールに応じて適切な解析ができるよう、複数
目的としています。そして現在、様々な時間スケールや
の解析ツールを開発・導入し、目的に応じた解析を進め
空間スケールに応じて適切な解析ができるよう、複数の
ています。例えば、経験モデルでは広域の年単位の土砂
解析ツールを開発・導入し、目的に応じた解析を進めて
137Cs の侵食・流出量を予測し、物理モデルでは個
及び
います。例えば、経験モデルでは広域の年単位の土砂及
137Cs の侵食・移
137
別の降雨事象に対する短期の土砂及び
び Cs の侵食・流出量を予測し、物理モデルでは個別
行・堆積量を予測しています。
の降雨事象に対する短期の土砂及び 137Cs の侵食・移行・
堆積量を予測しています。

(1)

請戸川流域を対象とした解析の例

以下に請戸川の流域を対象として、土砂や 137Cs の動

 請戸川流域を対象とした解析の例
き、及びそれらの再配置に基づく空間線量率の変化を解
以下に請戸川の流域を対象として、土砂や 137Cs の動き、

析した事例を紹介します。
及びそれらの再配置に基づく空間線量率の変化を解析し
まず、物理的流域解析モデル（GETFLOWS）により
た事例を紹介します。
台風通過前後の土砂及び 137Cs の移動・堆積量を解析し
まず、物理的流域解析モデル（GETFLOWS）により
ました。全体的に流出量は河川を通じたものが大きく、
台風通過前後の土砂及び 137Cs の移動・堆積量を解析しま
堆積量はダム湖や河口付近の河川敷において大きくなる
した。全体的に流出量は河川を通じたものが大きく、堆
ことが判りました。そこでダム湖や河口付近の河川敷に
積量はダム湖や河口付近の河川敷において大きくなるこ
ついて詳細な解析を進めました。
とが判りました。そこでダム湖や河口付近の河川敷につ
大柿ダム湖内での土壌及び 137Cs の挙動を、3 次元の
いて詳細な解析を進めました。
水・土砂・放射性物質輸送モデル
を用いて、
大柿ダム湖内での土壌及び 137（FLESCOT）
Cs の挙動を、3
次元の
台風時のそれらの濃度変化を計算したところ（これまで
水・土砂・放射性物質輸送モデル（FLESCOT）を用い
に実施した 1 次元・2 次元の解析結果と同様）実測値を
て、台風時のそれらの濃度変化を計算したところ（これ
よく再現しました
1）
。次元の解析結果と同様）実測
までに実施した 1 （図
次元・2
河川の上流側での上記の解析結果や観測データを活用
値をよく再現しました（図
1）
。
し、請戸川河口付近の詳細解析を
2 次元水・土砂・放射
河川の上流側での上記の解析結果や観測データを活用
し、請戸川河口付近の詳細解析を
2 次元水・土砂・放射
性物質輸送モデル（Nays2D）を用いて行いました。そこ

解析用グリッド

プロットは実測値
実線は解析での計算値

全体
粘土付着

シルト付着

溶存


図  ダム湖中の土壌及び 137Cs 挙動の再現解析
 次元輸送モデル )/(6&27 を用い、 年  月の台風前時の &V 濃度の推移を算出しました。

ヘリコプターによる空間線量率測定結果
（2012年12月）
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図 大雨に伴う河川敷への &V 累積解析の例
 次元土砂輸送モデル 1D\V' を用い、 年  月の台風通過時の &V の河川敷堆積量を算出しました。同じ領域での空間線量の分
布と同様に河川の曲がった部分と合流付近で大きくなる傾向が認められました。
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性物質輸送モデル（Nays2D）を用いて行いました。そこ
では台風通過時の土砂及び
Cs の流出量に加え、河川敷
性物質輸送モデル
（Nays2D）を用いて行いました。
そこ
137Cs
敷堆積量を算出し、高流量時に運ばれた土砂及び
137
137
堆積量を算出し、高流量時に運ばれた土砂及び
Cs
が河
では台風通過時の土砂及び
Cs の流出量に加え、
河川敷
が河川敷に堆積する状況を再現することができました
川敷に堆積する状況を再現することができました
2）
。
堆積量を算出し、
高流量時に運ばれた土砂及び 137（図
Cs が河
（図河川敷に堆積した
2）。
137
Cs の線量率評価は、河川治水など
川敷に堆積する状況を再現することができました
（図 2）
。
137Cs の線量率評価は、河川治水な
河川敷に堆積した
137Cs の土壌中濃度分布から
137Cs
の観点で重要です。
河川敷に堆積した私たちは
の線量率評価は、
河川治水など
137Cs の土壌中濃度分布
どの観点で重要です。私たちは
線量率を解析するツールを開発し、地表から
1m の高さ
の観点で重要です。
私たちは 137Cs の土壌中濃度分布から
から線量率を解析するツールを開発し、地表から
1m の
の空間線量率の解析を行い、測定結果を再現することを
線量率を解析するツールを開発し、地表から
1m の高さ
高さの空間線量率の解析を行い、測定結果を再現するこ
確認しました（図 3）
。現在、河川敷での 137Cs 堆積分布
の空間線量率の解析を行い、測定結果を再現することを
137Cs137
とを確認しました
（図
3）
。現在、河川敷での
Cs 堆積
解析結果を用いて空間線量率がどう変化したかの評価を
確認しました（図
3）
。現在、河川敷での
堆積分布
分布解析結果を用いて空間線量率がどう変化したかの評
進めており、現地の調査データなども活用し、より詳細
解析結果を用いて空間線量率がどう変化したかの評価を
価を進めており、現地の調査データなども活用し、より
な空間線量率の解析を行っています。
進めており、現地の調査データなども活用し、より詳細
詳細な空間線量率の解析を行っています。
な空間線量率の解析を行っています。
 今後の展開
 原子力機構では上記のような各種モデルを直接的・間
今後の展開
(2)
今後の展開
接的に統合した包括的総合評価システムの開発を進めて
原子力機構では上記のような各種モデルを直接的・間
原子力機構では上記のような各種モデルを直接的・間
おり（図 4）
、自治体やダム管理者などに提供し、環境回
接的に統合した包括的総合評価システムの開発を進めて
接的に統合した包括的総合評価システムの開発を進めて
復のための対策検討に活用していただけるよう準備して
おり（図
4）
、自治体やダム管理者などに提供し、環境回
おり
（図 4）
、自治体やダム管理者などに提供し、環境回
います。
復のための対策検討に活用していただけるよう準備して
復のための対策検討に活用していただけるよう準備して
います。
います。
では台風通過時の土砂及び 137
Cs の流出量に加え、河川
137


図 線量率変化解析の例


&V の土壌からの放射線線量を解析
線量評価ツールを用い、
図 線量率変化解析の例

し、地表から P の高さの空間線量率について、測定結果を再
線量評価ツールを用い、
&V の土壌からの放射線線量を解析

現することを確認しました。
し、地表から
P の高さの空間線量率について、測定結果を再
現することを確認しました。
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図  セジメントトラップで観測した，D全粒子束，E沈降
粒子の主成分組成，F沈降粒子中の &V 濃度，
G&V 粒子束の時間変化
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不確かさの範囲 信頼区間 を示す
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 沈降粒子中の放射性セシウム濃度と輸送量
沈降粒子からは、観測期間を通して 1F 事故由来の放射
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から測定容器を取り出した様子である）。
荷室全部に搭載し、荷室後部の資器
以前のガラス製チューブ（約PO）
材置き場とは隔壁で仕切られている
から容量を増大 約/ 。
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したため、ワンボックス車に搭載することが可能となりました。
の汚染が懸念され、それらの安全性を確認することは福
島の復興に向けた課題の 1 つになっています。これまで
また、生活用水や農業用水についても放射性セシウム
島の復興に向けた課題の
1 つになっています。これま
は測定サンプルの測定機関への運搬の手間や測定結果が

の汚染が懸念され、それらの安全性を確認することは福
では測定サンプルの測定機関への運搬の手間や測定結果
公表されるまでの時間を要するという課題がありました。
島の復興に向けた課題の 1 つになっています。これまで
が公表されるまでの時間を要するという課題がありまし
は測定サンプルの測定機関への運搬の手間や測定結果が
た。そこで現地にてリアルタイムに水中の放射性セシウ
公表されるまでの時間を要するという課題がありました。
ム濃度を測定し、迅速に測定結果を掲示できる水モニタ
リング車を開発しました。この水モニタリング車は水専

そこで現地にてリアルタイムに水中の放射性セシウム濃
用として遮へい体をコンパクトにして装置
1 式で 600kg

るためには、現状分布及び時間変化の傾向を詳細に把握
るためには、現状分布及び時間変化の傾向を詳細に把握

としたため、ワンボックス車に搭載することが可能とな

することが重要です。原子力機構では、福島県空間線量

度を測定し、迅速に測定結果を掲示できる水モニタリン
グ車を開発しました。この水モニタリング車は水専用と
りました。これにより、大型車両が進入できない狭い道
して遮へい体をコンパクトにして装置 1 式で 600kg とし
や山間部等でも測定場所に出向いて、現地にて高精度に
たため、ワンボックス車に搭載することが可能となりま
連続測定をすることができます（7-1
（4）
）
。
した。これにより、大型車両が進入できない狭い道や山
また、無人ヘリは有人ヘリに比べて低高度で飛行が可
間部等でも測定場所に出向いて、現地にて高精度に連続
能であり軌跡幅も細かく設定できるため、放射線分布の
測定をすることができます（7-1 (4)）
。
位置分解能が高いという特徴があります。平成 24 年度
また、無人ヘリは有人ヘリに比べて低高度で飛行が可
から開始した 1F 近傍における無人ヘリを用いた詳細な
能であり軌跡幅も細かく設定できるため、放射線分布の
放射線モニタリングを平成 26 年度までに 6 回実施しま
位置分解能が高いという特徴があります。平成 24 年度
した。発電所周囲は比較的高い空間線量率が、北西、西
から開始した 1F 近傍における無人ヘリを用いた詳細な
北西、西、南方向に広がっていること、モニタリングの
放射線モニタリングを平成 26 年度までに 6 回実施しま
時期ごとに線量率が減少していることが分かりました。
した。発電所周囲は比較的高い空間線量率が、北西、西
第北西、西、南方向に広がっていること、モニタリングの
1 回モニタリングを基準に減少率を評価したところ、
セシウムの物理的減衰以上の減少を示しており、土壌へ
時期ごとに線量率が減少していることが分かりました。
の浸透を考慮した計算値とよく一致しました。さらに、
第 1 回モニタリングを基準に減少率を評価したところ、
134Cs/137Cs 比についても、初期の第
原子炉により異なる
セシウムの物理的減衰以上の減少を示しており、土壌へ
1 回モニタリングの測定データを詳細に解析することで
の浸透を考慮した計算値とよく一致しました。さらに、
134Cs/137Cs 比の分布図を作成しました
（7-1
（5）
）
。
原子炉により異なる 134Cs/137Cs 比についても、
初期の第
1 回モニタリングの測定データを詳細に解析することで
137Cs 比の分布図を作成しました（7-1 (5)）
(2)134Cs/
マッピング
。

することが重要です。原子力機構では、福島県空間線量
率情報発信事業において、地域住民の方々が居住する地
率情報発信事業において、地域住民の方々が居住する地
域を毎日運航している路線バスに搭載した KURAMA-II
域を毎日運航している路線バスに搭載した KURAMA-II
による測定、また、ネットワーク技術、データ処理技術
による測定、また、ネットワーク技術、データ処理技術
を用いて、路線バスで測定された結果を集約、解析、可
を用いて、路線バスで測定された結果を集約、解析、可
視化する処理を自動化することで、測定結果を迅速に提
視化する処理を自動化することで、測定結果を迅速に提
供できるようにしました。
供できるようにしました。
また、環境モニタリングデータベースの構築を行い、
また、環境モニタリングデータベースの構築を行い、
これまで、関係省庁や地方自治体により各々独自の形式
これまで、関係省庁や地方自治体により各々独自の形式
で公開されていた環境モニタリングデータを自動的に収
で公開されていた環境モニタリングデータを自動的に収
集するツールを開発して、散在したデータを一元的に集
集するツールを開発して、散在したデータを一元的に集
約するとともに、表示形式やデータ精度を統一して相互
約するとともに、表示形式やデータ精度を統一して相互
比較を可能としました。さらに、このデータベースと連
比較を可能としました。さらに、このデータベースと連
携し、独自マップの容易な作成を支援するツールや、福
携し、独自マップの容易な作成を支援するツールや、福
島県の土地利用状況データや植生データ等、関連する地
島県の土地利用状況データや植生データ等、関連する地
理空間情報の公開も開始しました（7-2 (3)）
。
理空間情報の公開も開始しました（7-2
（3）
）
。

原子力機構では文部科学省や原子力規制庁の委託調査

 マッピング 事故後に大量に放出されて広範囲に
の一環として、１F
原子力機構では文部科学省や原子力規制庁の委託調査
沈着した放射性物質による空間線量率及び土壌沈着量の
の一環として、１F 事故後に大量に放出されて広範囲に
詳細な分布を測定し、その変化の特徴を明らかにしてき
沈着した放射性物質による空間線量率及び土壌沈着量の
ました。
詳細な分布を測定し、その変化の特徴を明らかにしてき
空間線量率については、以下の 3 方法で測定を行いま
ました。
した。まず、人為的なかく乱の少ない平坦な開かれた場
空間線量率については、以下の 3 方法で測定を行いま
所においてサーベイメータを用いて定点で地上
1m の空
した。まず、人為的なかく乱の少ない平坦な開かれた場
間線量率を測定しました。また、京都大学原子炉実験所
所においてサーベイメータを用いて定点で地上
1m の空
が開発した
KURAMA-II システムを搭載した自動車に
間線量率を測定しました。また、京都大学原子炉実験所
よる走行サーベイと KURAMA-II システムを測定者が
が開発したKURAMA-II システムを搭載した自動車によ
背負って生活経路を歩きながら測定する歩行サーベイも
る走行サーベイとKURAMA-II システムを測定者が背負
行いました。2011 年 6 月と 2014 年 11 月の空間線量率
って生活経路を歩きながら測定する歩行サーベイも行い
の平均の比較から空間線量率の減衰率は 70％で、この
ました。
2011 年 6 月と 2014 年 11 月の空間線量率の平均
期間の物理減衰率の 49％を差し引いた残りの 21% の減
の比較から空間線量率の減衰率は 70％で、この期間の物
衰の要因が物理減衰や除染とは異なる要因によることが
理減衰率の 49％を差し引いた残りの 21%の減衰の要因
分かります。これは放射性セシウムが地中へ浸透してガ
が物理減衰や除染とは異なる要因によることが分かりま
ンマ線に対する遮へい効果が増えたためと考えられます
す。これは放射性セシウムが地中へ浸透してガンマ線に
（7-2
（1））。
対する遮へい効果が増えたためと考えられます（7-2 (1)）
。
次に、放射性核種の土壌への沈着量分布については、
次に、放射性核種の土壌への沈着量分布については、
第 2 次調査以降はポータブル Ge 検出器を環境中に持ち
第 2 次調査以降はポータブル Ge 検出器を環境中に持ち
出して行う
in-situ 測定でエネルギースペクトルを解析
出して行うin-situ測定でエネルギースペクトルを解析し
して土壌沈着量を定量しています。空間線量率と放射性
て土壌沈着量を定量しています。空間線量率と放射性セ
セシウムの沈着量の相関関係を基に、空間線量率のみの
シウムの沈着量の相関関係を基に、空間線量率のみの測
測定が実施された約
6,600 箇所について空間線量率から評
箇所について空間線量率から
定が実施された約 6,600
評価した放射性セシウムの沈着量を評価し、in-situ
測定
価した放射性セシウムの沈着量を評価し、in-situ 測定及
及び土壌採取により直接求めた沈着量に加えて土壌濃度
び土壌採取により直接求めた沈着量に加えて土壌濃度マ
マップを作成しました。2014
年度の上期と下期の137137
Cs及
ップを作成しました。2014 年度の上期と下期の
Cs
134
134
及び
Cs の比較から、
の比較から、上期と下期の間でウェザリング
び Cs
上期と下期の間でウェザリング効果
効果による沈着量の減少はほとんど観察されませんでし
による沈着量の減少はほとんど観察されませんでした
（7-2
。
た（7-2
（(2)）
2））
また、放射性物質の影響を評価して適切な対策を講じ
また、放射性物質の影響を評価して適切な対策を講じ


図  空間線量率分布情報の発信事例
避難指示区域内の国道 号を運行している浜通り交通路線バスに
搭載された空間線量率測定器の情報表示システム画面。

(3)

分析技術の高度化

福島では、広範囲に亘って
分析技術の高度化
1 Ｆ事故由来の放射性核種
福島では、
広範囲に亘って 1Ｆ事故由来の放射性核種が
が沈着したことから、その濃度を迅速に測定すること、
沈着したことから、その濃度を迅速に測定すること、土
土壌・水・食品等の多種多様の試料を多数分析すること
壌・水・食品等の多種多様の試料を多数分析することが
が求められています。このためには、複雑な操作なしに
求められています。このためには、複雑な操作なしに正
正確、簡便に分析できる方法の開発及び高度化が求めら
確、簡便に分析できる方法の開発及び高度化が求められ
れます。そこで Ge 半導体検出器を用いたガンマ線放出
ます。そこでＧe 半導体検出器を用いたガンマ線放出核種
核種濃度定量の信頼性向上に取り組み、検出下限低減の
濃度定量の信頼性向上に取り組み、検出下限低減のため
ための技術開発、サム効果補正技術の向上、充填高さの
の技術開発、サム効果補正技術の向上、充填高さの異な
異なる試料の効率補正法の検討、電気冷却式 Ge 検出器
る試料の効率補正法の検討、電気冷却式Ｇe 検出器の温度
の温度特性の確認を行いました。更に Ge 検出器を用い
特性の確認を行いました。更にＧe 検出器を用いた試料測
た試料測定に関して、ISO
／ IEC17025:2005
規格を取
定に関して、ISO／IEC17025:2005
規格を取り入れた品
り入れた品質管理体系を整備し、認定を取得しました。
質管理体系を整備し、認定を取得しました。
また、放射性トリチウム及びストロンチウム分析技術
また、
放射性トリチウム及びストロンチウム分析技術の
の高度化にも取り組みました。海洋生物の濃度、特に組
高度化にも取り組みました。海洋生物の濃度、特に組織
織の一部となった有機結合トリチウム
（OBT）の分析は、
の一部となった有機結合トリチウム（OBT）の分析は、
高度な技術と通常数か月の時間を要します。この分析期
高度な技術と通常数か月の時間を要します。この分析期
間の迅速化に取り組んでいます。また、従来の分析方法
間の迅速化に取り組んでいます。また、従来の分析方法
では一か月程度の時間を要するストロンチウムに対し
では一か月程度の時間を要するストロンチウムに対して、
て、
誘導結合プラズマー質量分析器（ICP-MS）を用いて、
誘導結合プラズマｰ質量分析器（ICP-MS）を用いて、放
射能ではなく質量を直接測定することで放射能を求める
放射能ではなく質量を直接測定することで放射能を求め
検討を行っています（7-3）
。
る検討を行っています
（7-3）
。
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   環境モニタリング
7-1 ⑴ 環境モニタリング
―平成  年度福島第  原子力発電所周辺における航空機モニタリング―
― 平成 26 年度福島第 1 原子力発電所周辺における航空機モニタリング ―

安全研究センター 放射線安全・防災研究グループ 眞田 幸尚
安全研究センター 放射線安全・防災研究グループ 眞田 幸尚

図  航空機モニタリング結果 （左地上 P 高さにおける線量率、右放射性セシウムの沈着量）
本データは、第  次モニタリングと東日本第  次モニタリング結果を示す。データは、測定の最終日である  年  月  日現在の
数値に減衰補正を実施した（背景地図は、$UF*,6 データコレクションスタンダードパック (65,&R/WG を使用 。

(1)

航空機モニタリングの経緯

有人ヘリを用いた航空機モニタリングは、東京電力福
航空機モニタリングの経緯
有人ヘリを用いた航空機モニタリングは、東京電力福
島第一原子力発電所事故
（1F 事故）後 2011 年 4 月 6 日
島第一原子力発電所事故
（) 事故）
後  年
 月  日か
から米国エネルギー省 (DOE)
と文部科学省
（文科省）
に
ら米国エネルギー省
'2(
と文部科学省（文科省）によ
よって、発電所から 80 km 圏内 ( 第 1 次モニタリング )
って、発電所から
圏内 第
 次モニタリング
及び
及び 2011 年 5 月 
18 NP
日からは
80-100
km 圏内が実施さ

年
月

日からは
NP
圏内が実施されまし
れました ( 第 2 次モニタリング )。その後、文科省が中
た 第  次モニタリング 。その後、文科省が中心となり、
心となり、原子力機構が加わって、2011 年 5 年 31 日に
原子力機構が加わって、 年  年  日に「第  次モニ
「第 3 次モニタリング」を実施しました。また、100 km
タリング」を実施しました。また、NP 圏外にも放射
圏外にも放射性物質が拡散していることが予想されたた
性物質が拡散していることが予想されたため、 年 
め、2011 年 6 月 22 日から福島周辺県の宮城県、栃木県、
月  日から福島周辺県の宮城県、栃木県、茨城県を実施
茨城県を実施した後、2011 年 8 月 9 日から、文科省委
した後、 年  月  日から、文科省委託事業 広域環
託事業 ( 広域環境モニタリングのための航空機を用いた
境モニタリングのための航空機を用いた放射性物質拡散
放射性物質拡散状況調査 ) として原子力機構が主体とな
状況調査 として原子力機構が主体となり東日本全域の
り東日本全域の航空機モニタリング ( 東日本 1 次モニタ
航空機モニタリング 東日本次モニタリング を実施し
リング ) を実施しました。その後、2011 年 10 月 25 日
ました。その後、 年  月  日から行われた「第 
から行われた「第 4 次モニタリング」を実施しています。
次モニタリング」を実施しています。また、本委託事業
また、本委託事業を拡大する形で、2012
年北海道から沖
1 月 30 日か
を拡大する形で、 年  月  日からは、
らは、北海道から沖縄までの残りの地域における航空機
モニタリングを実施しました [1]。
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縄までの残りの地域における航空機モニタリングを実施
2012 年度 ( 平成 24 年度 ) は、それまでのデータに基
しました>@。
づき、1F 事故の影響が見られる地域に限定し、モニタ
 年度 平成  年度 は、
リングを継続した。2012
年 4それまでのデータに基づ
月 2 日から「東日本 2 次
き、)
事故の影響が見られる地域に限定し、モニタリン
モニタリング」が、2012 年 6 月 22 日及び 2012 年 10 月
グを継続した。
年  月6次モニタリング」
日から「東日本 をそれぞれ
次モニタ
31 日からは「第 5 次、第
リング」が、
年月
 年
 月  日か
実施しました。2012
年 
10日及び
月 31 日には
「東日本第
3次
らは「第

次、第

次モニタリング」をそれぞれ実施し
モニタリング」を実施しています。
ました。 年  月  日には「東日本第  次モニタリ
2013 年度 ( 平成 25 年度 ) は、事業が原子力規制庁に
ング」を実施しています。
移管され、80 km 圏内について 2013 年 8 月 27 日及び
 年度 平成  年度 は、事業が原子力規制庁に移
2013 年 11 月 2 日に「第 7 次及び第 8 次モニタリング」
管され、NP 圏内について  年  月  日及び 
を実施し、2013 年 9 月 3 日には「東日本 4 次モニタリ
年  月  日に「第  次及び第  次モニタリング」を実施
ング」を実施しています [2]。
し、 年  月  日には「東日本  次モニタリング」を
2014 年 度 ( 平 成 26 年 度 ) は、80 km 圏 内 に つ い て
実施しています>@。
2014 年 9 月 1 日から「第 9 次モニタリング」を 2014 年
 年度 平成  年度 は、NP 圏内について 
9 月 21 日からは「東日本第 5 次モニタリング」を実施し
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環境モニタリング
⑵ ―小型無人機放射線モニタリングシステム
環境モニタリング

8$506 の開発―

福島環境安全センター
放射線計測技術グループ
眞田 幸尚
― 小型無人機放射線モニタリングシステム
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の開発 ―
―小型無人機放射線モニタリングシステム
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図  8$506 の外観と試験風景









+ 年より、福島県内の空港や沿岸域でフライト試験を実施中。中央は、+ 年に行ったふくしまスカイパークでのフライト風景。
図  8$506 の外観と試験風景
右は、遠隔操縦のための基地局。
+ 年より、福島県内の空港や沿岸域でフライト試験を実施中。中央は、+ 年に行ったふくしまスカイパークでのフライト風景。
右は、遠隔操縦のための基地局。

 8$506 の開発経緯

(1)
UARMS の開発経緯
原子力機構と宇宙航空研究開発機構
-$;$ は共同で

8$506
の開発経緯
原子力機構と宇宙航空研究開発機構
(JAXA)
は共同
無人航空機を用いた放射線測定システム
8QPDQQHG

原子力機構と宇宙航空研究開発機構 -$;$(Unmanned
は共同で
で無人航空機を用いた放射線測定システム
$LUSODQH5DGLDWLRQ0RQLWRULQJ6\VWHP8$506
の開発
無人航空機を用いた放射線測定システム
8QPDQQHG
を行っています。
8$506
の特徴は、System:
長距離通信での無人飛
Airplane
Radiation
Monitoring
UARMS)
の開
$LUSODQH5DGLDWLRQ0RQLWRULQJ6\VWHP8$506
の開発
行が可能
最大約 NP 及び航続距離が長い
最大約
発を行っています。UARMS
の特徴は、長距離通信での
を行っています。
8$506
の特徴は、
長距離通信での無人飛
無人飛行が可能
時間 ことが挙げられ、
( 最大約将来的には原子力防災への適用
100 km) 及び航続距離が長い
行が可能 最大約 NP 及び航続距離が長い 最大約
が可能と考えています。
( 最大約 6 時間 ) ことが挙げられ、将来的には原子力防
 無人飛行機は東京電力福島第一原子力発電所事故以前
時間 ことが挙げられ、将来的には原子力防災への適用
災への適用が可能と考えています。
が可能と考えています。
より
-$;$ と民間企業の間で研究開発が進められており、
無人飛行機は東京電力福島第一原子力発電所事故以前
無人飛行機は東京電力福島第一原子力発電所事故以前
低燃費化及びシステムの信頼性向上の結果、これまで連
より JAXA と民間企業の間で研究開発が進められてお
より -$;$
と民間企業の間で研究開発が進められており、
続滞空
 時間以上の飛行性能が実証されていました。
本
り、低燃費化及びシステムの信頼性向上の結果、これま
低燃費化及びシステムの信頼性向上の結果、これまで連
機体は、離着陸時のマニュアル操縦を除いて、プログラ
で連続滞空 20 時間以上の飛行性能が実証されていまし
続滞空  時間以上の飛行性能が実証されていました。
本
ムによる自動飛行が可能です。
8$506 はこの機体技術をベ
た。本機体は、離着陸時のマニュアル操縦を除いて、プ
機体は、離着陸時のマニュアル操縦を除いて、プログラ
ースとし、ベース機と機能向上機の
 段階で現在開発し
ログラムによる自動飛行が可能です。UARMS はこの機
ムによる自動飛行が可能です。
8$506
はこの機体技術をベ
ています。ベース機では、放射線検出器を搭載した状態
体技術をベースとし、ベース機と機能向上機の 2 段階で
ースとし、ベース機と機能向上機の  段階で現在開発し
で無人飛行機と放射線検出器の基本性能を調査し、機能
現在開発しています。ベース機では、放射線検出器を搭
ています。ベース機では、放射線検出器を搭載した状態
向上機ではさらに安全性の向上を目指して機能を付加す
載した状態で無人飛行機と放射線検出器の基本性能を調
で無人飛行機と放射線検出器の基本性能を調査し、機能
るとともに、長距離通信機器の装備による長距離プログ
査し、機能向上機ではさらに安全性の向上を目指して機
向上機ではさらに安全性の向上を目指して機能を付加す
ラム飛行、山間地での飛行を想定して対地高度をほぼ一
能を付加するとともに、長距離通信機器の装備による長
るとともに、長距離通信機器の装備による長距離プログ
定に保つように地形追従機能を持たせたものとして開発
距離プログラム飛行、山間地での飛行を想定して対地高
ラム飛行、山間地での飛行を想定して対地高度をほぼ一
しています。図
に 8$506 の外観及び遠隔操縦用の基地
度をほぼ一定に保つように地形追従機能を持たせたもの
定に保つように地形追従機能を持たせたものとして開発
局の写真を示します。
として開発しています。図
1 に UARMS の外観及び遠
しています。図 に 8$506 の外観及び遠隔操縦用の基地
隔操縦用の基地局の写真を示します。
局の写真を示します。
 機体の性能
飛行機部の寸法や仕様について表 に示します。機体

(2)
機体の性能
 機体の性能
形式は、高翼双胴単発機で、エンジン及びプロペラを胴

飛行機部の寸法や仕様について表 に示します。機体
1 に示します。機体
体後方に配置するプッシャ方式を採用しています。主翼
形式は、高翼双胴単発機で、エンジン及びプロペラを胴
構造は、主桁ボックスに
&)53 炭素繊維強化プラスチッ
体後方に配置するプッシャ方式を採用しています。主翼
ク
を用いた発泡スチロールコア・バルサプランクを用い
構造は、主桁ボックスに
&)53
構造は、
主桁ボックスに
CFRP
( 炭素繊維強化プラスチッ
ており、胴体構造には
*)53
ガラス繊維強化プラスチッ
ク を採用しています。
ク
)を用いた発泡スチロールコア・バルサプランクを用い
を用いた発泡スチロールコア・バルサプランクを用
ク
ており、胴体構造には
*)53
ガラス繊維強化プラスチッ
いており、胴体構造には
GFRP
( ガラス繊維強化プラス
機上のシステムは、センサ類（対気速度、気圧高度、
ク
を採用しています。
チック ) を採用しています。 、自動操縦装置（*36,16、
対地高度及び外気温等を計測）
機上のシステムは、センサ類（対気速度、気圧高度、
機上のシステムは、センサ類
（対気速度、気圧高度、
操縦信号処理装置、サーボ）
、通信装置（データダウンリ
対地高度及び外気温等を計測）
、
自動操縦装置
（*36,16、
対地高度及び外気温等を計測）
、自動操縦装置
（GPS/
操縦信号処理装置、サーボ）
、通信装置（データダウンリ
INS、操縦信号処理装置、サーボ）
、通信装置（データダ
80

ンク）
、推進装置、電源装置及び緊急回収用パラシュート
等で構成されています。また、主要機器は、耐故障性を
ンク）
、推進装置、電源装置及び緊急回収用パラシュート
ウンリンク）
、推進装置、電源装置及び緊急回収用パラ
向上させるため、冗長方式を採用しており、例えば、操
等で構成されています。また、主要機器は、耐故障性を
シュート等で構成されています。また、主要機器は、耐
縦舵面である昇降舵を
 分割、補助翼を  分割し、舵面
向上させるため、冗長方式を採用しており、例えば、操
故障性を向上させるため、冗長方式を採用しており、例
当たり
 台のサーボを取り付け単一故障による機体制御
縦舵面である昇降舵を
 分割、補助翼を
 分割し、舵面
えば、操縦舵面である昇降舵を
3 分割、補助翼を
2 分割
への影響を小さくしています。
当たり

台のサーボを取り付け単一故障による機体制御
地上のシステムは、パイロットが使用するプロポ、自
し、舵面当たり
1 台のサーボを取り付け単一故障による
への影響を小さくしています。
動操縦オペレータの使用する操作卓及びデータリンク・
機体制御への影響を小さくしています。
地上のシステムは、パイロットが使用するプロポ、自
システム等で構成され、自動操縦は、専用の飛行運用管
地上のシステムは、パイロットが使用するプロポ、自
動操縦オペレータの使用する操作卓及びデータリンク・
理ソフトウエア
8)206 8$9)OLJKW2SHUDUWLRQDQG
動操縦オペレータの使用する操作卓及びデータリンク・
システム等で構成され、自動操縦は、専用の飛行運用管
0DQDJHPHQW
V\VWHP
により、表示される地図上で飛行計
システム等で構成され、自動操縦は、専用の飛行運用管
理ソフトウエア 8)206 8$9)OLJKW2SHUDUWLRQDQG
画を作成できるだけでなく、フライト中の機体の情報や
理ソフトウエア (UFOMS: UAV Flight Operartion and
0DQDJHPHQWV\VWHP により、表示される地図上で飛行計
健全性を確認することができます。また、速度、高度及
Management system) により、表示される地図上で飛行
画を作成できるだけでなく、フライト中の機体の情報や
び飛行経路の変更や
57% 5HWXUQWREDVH 等のコマンド
計画を作成できるだけでなく、フライト中の機体の情報
健全性を確認することができます。また、速度、高度及
送信も行えます。
や健全性を確認することができます。また、速度、高度
び飛行経路の変更や 57% 5HWXUQWREDVH 等のコマンド
及び飛行経路の変更や RTB (Return to base) 等のコマ
送信も行えます。
 放射線検出器
ンド送信も行えます。

8$506 に搭載する放射線検出器は、飛行機の機体の制御
 放射線検出器
に機体の傾きを利用するため、放射線の検出器は方向依
(3)
放射線検出器
8$506
に搭載する放射線検出器は、飛行機の機体の制御
存性が小さいことが望ましいと言えます。そのような
UARMS
に搭載する放射線検出器は、飛行機の機体の
に機体の傾きを利用するため、放射線の検出器は方向依
8$506
の特性を考慮し、システム開発を実施しました。基
制御に機体の傾きを利用するため、放射線の検出器は方
存性が小さいことが望ましいと言えます。そのような
本的な要求事項は以下のとおりです。
向依存性が小さいことが望ましいと言えます。そのよう
8$506
の特性を考慮し、システム開発を実施しました。基
 方向依存性が小さな形状であること。
な UARMS の特性を考慮し、システム開発を実施しま
本的な要求事項は以下のとおりです。
 γ線の測定ができること γ線スペクトル含む 。
した。基本的な要求事項は以下のとおりです。
方向依存性が小さな形状であること。 *36 。
 測定位置の位置情報が取得できること
1)
方向依存性が小さな形状であること。
 γ線の測定ができること
γ線スペクトル含む 。
 測定位置の位置情報が取得できること *36 。
㻌

㻌

機体の長さ

2,700 mm

機体の幅
機体の長さ
機体の高さ
機体の幅
最大航行時間
機体の高さ
離陸最大重量
最大航行時間
エンジン出力
離陸最大重量
最大ペイロード
エンジン出力

4,200 mm
2,700 mm
1,315 mm
4,200 mm
6 hour
1,315 mm
50 kg
6 hour
100 cc
50 kg
10 kg
100 cc

最大ペイロード
表  8$506 の主な仕様

10 kg

2) γ線の測定ができること ( γ線スペクトル含む )。
表  8$506 の主な仕様
3) 測定位置の位置情報が取得できること (GPS)。

 設定した時間の間隔で上記のデータが保存できるこ

 設定した時間の間隔で上記のデータが保存できること
設定した時間の間隔で上記のデータが保存できるこ
4)
と
最小  秒間隔 。

最小
 秒間隔
(上記のデータがリアルタイムに確認できること。
最小
1 秒間隔
)。。
と
上記のデータがリアルタイムに確認できること。
5)
上記のデータがリアルタイムに確認できること。
 検出器の写真と構成を図
 に示します。検出器は、ハ

検出器の写真と構成を図
に示します。検出器は、ハ
検出器の写真と構成を図 2方向特性を小さくすること
に示します。検出器は、ハ
ウジングを円柱状に設計し、
ウジングを円柱状に設計し、
方向特性を小さくすること
ウジングを円柱状に設計し、方向特性を小さくすること
を実現しました。また、プラスチックシンチレーション
を実現しました。また、プラスチックシンチレーション
を実現しました。また、プラスチックシンチレーション
検出器
PPφ×PP と 1D, シンチレーション検出
検出器
PPφ×PP と 1D,
シンチレーション検出
器 PPφ×PP
 種類
検出器
(76 mm φ× 76インチ
mm) との感度の異なる
NaI シンチレーション
器 PPφ×PP インチ の感度の異なる
 種類
の検出器を配置することにより、
測定レンジを広くする
検出器
(50 mm φ× 50 mm: 2 インチ
) の感度の異なる
の検出器を配置することにより、測定レンジを広くする
2ことを実現しました。
種類の検出器を配置することにより、測定レンジを広
ことを実現しました。

地上値換算のためのパラメータ取得には、福島県内に
くすることを実現しました。

地上値換算のためのパラメータ取得には、
福島県内に
ある空港において
（ふくしまスカイパーク）行いました。
地上値換算のためのパラメータ取得には、福島県内に
ある空港において
（ふくしまスカイパーク）
行いました。
試験では、上空での検出器のデータを取得し、地上にお
ある空港において
（ふくしまスカイパーク）行いました。
試験では、上空での検出器のデータを取得し、地上にお
いてはフライト地点の真下となる滑走路上を1D,サーベ
試験では、上空での検出器のデータを取得し、地上にお
いてはフライト地点の真下となる滑走路上を1D,サーベ
イメータによって
P メッシュに  点地上から
Pサーベ
地点
いてはフライト地点の真下となる滑走路上を
NaI
イメータによって P メッシュに
 点地上から P 地点
の線量率データを取得しました。
これらのデータを比較
イメータによって 10 m メッシュに 1 点地上から 1m 地
の線量率データを取得しました。
これらのデータを比較
して、
上空から地上のデータを補正する係数を求めまし
点の線量率データを取得しました。これらのデータを比
して、
上空から地上のデータを補正する係数を求めまし
た。また、高度を変化させたフライトを行い、放射線の
較して、上空から地上のデータを補正する係数を求めま
た。また、高度を変化させたフライトを行い、放射線の
計数率の減衰から高度を補正する係数を求めました。
こ
した。また、高度を変化させたフライトを行い、放射線
計数率の減衰から高度を補正する係数を求めました。
こ
の係数は検出器に固有のものであり、これを用いること
の計数率の減衰から高度を補正する係数を求めました。
の係数は検出器に固有のものであり、
これを用いること
により、本システムでのフライトデータを地上値に換算
この係数は検出器に固有のものであり、これを用いるこ
により、本システムでのフライトデータを地上値に換算
することができます。
とにより、本システムでのフライトデータを地上値に換
することができます。
算することができます。

 地形追従機能
 地形追従機能
 一般的に放射線は距離により減衰し、上空から測る場
(4)一般的に放射線は距離により減衰し、上空から測る場
地形追従機能

合は高度により地上の放射線を測定する範囲が変化しま
一般的に放射線は距離により減衰し、上空から測る場
合は高度により地上の放射線を測定する範囲が変化しま
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考えます。
術指導契約を締結し、技術の民間移転を行っています。
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湖やダムの測定手法
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（３）湖やダムの測定手法
（３）湖やダムの測定手法
（３）湖やダムの測定手法
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は
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放射線検出器には
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て福島県内のダム等で適用試験を実施しています。
て福島県内のダム等で適用試験を実施しています。

図  529 を用いた水底の放射線測定システム（船上）
を用いた水底の放射線測定システム（船上）
図 
図 
529529
を用いた水底の放射線測定システム（船上）
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は基地局とケーブルで接続され、
このケーブルを通じて
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－
年にかけて、
外洋域における海洋表層大気エアロゾ
－
年にかけて、
外洋域における海洋表層大気エアロゾ
ルを観測することを目的として開発されたものを使用して
のを使用しています
( 図 6)。本機は、ディーゼルエンジ
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います 図  。本機は、ディーゼルエンジン発電機を搭載
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図図
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（５）まとめ
（5）
まとめ
このように、様々なツールを駆使して、水底の放射性物
このように、様々なツールを駆使して、水底の放射性物
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無人観測船による測定手法の開発
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質濃度の分布測定を行うための技術開発を行っています。
（４）無人観測船による測定手法の開発
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質濃度の分布測定を行うための技術開発を行っています。
得られたデータは、自治体に提供するとともに、ホームペ
 海底における放射線分布を迅速に計測する手法として無
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無人観測船による測定手法の開発を行っています。無人
得られたデータは、自治体に提供するとともに、ホームペー
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人観測船による測定手法の開発を行っています。無人観測
人観測船による測定手法の開発を行っています。無人観測
ージや学会発表を通じて随時公開していく予定です。
ージや学会発表を通じて随時公開していく予定です。
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年
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年
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の概要
図
遠隔操作小型無人潜水艦
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の概要
図図
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の概要
検出器は
LQφ×LQ+
の
/D%U
シンチレータを搭載。

検出器は
LQφ×LQ+
の /D%U
シンチレータを搭載。
検出器は
LQφ×LQ+
の /D%U
シンチレータを搭載。




無人観測船の外観
図

無人観測船の外観
図図

無人観測船の外観
検出器は
LQφ×LQ+
の
1D,
シンチレータをウインチで水底まで下す。
検出器は
LQφ×LQ+
の
1D,
シンチレータをウインチで水底まで下す。
検出器は LQφ×LQ+ の 1D, シンチレータをウインチで水底まで下す。
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環境モニタリング
福島環境安全センター 環境回復推進グループ 萩野谷 仁、梅澤 克洋、加藤 貢、関山 富男
表層水の高感度水モニタリング車の開発
― 表層水の高感度水モニタリング車の開発 ―
福島環境安全センター

環境回復推進グループ

萩野谷 仁、梅澤 克洋、加藤 貢、関山 富男

日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という）
日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という）
では、井戸水、湧水、沢水等の生活用水、農業用ため池
では、井戸水、湧水、沢水等の生活用水、農業用ため池
等の農業用水などの水中放射性物質濃度を現地でリアル
等の農業用水などの水中放射性物質濃度を現地でリアル
タイムに測定する車両積載型の装置
「水モニタリング車」
の開発に取り組んできました。設計・製作を
2013 年 11
タイムに測定する車両積載型の装置「水モニタリング車」
月に開始し、
2014
年6
月に装置が完成しました。
の開発に取り組んできました。設計・製作を その後、
2013 年 11
装置の改良に係る開発を継続的に進め、現在は依頼先の
月に開始し、2014 年 6 月に装置が完成しました。その後、
現場での測定を行っています。
装置の改良に係る開発を継続的に進め、現在は依頼先の
現場での測定を行っています。

 研究開発の背景と目的
福島県内では、井戸水、湧水、沢水等が生活用水とし
(1)
研究開発の背景と目的
て、又、農業用のため池の水が農業用水として広範囲で
福島県内では、井戸水、湧水、沢水等が生活用水として、
使用されています。東京電力福島第一原子力発電所の事
又、農業用のため池の水が農業用水として広範囲で使用
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― 無人ヘリを用いた発電所近傍の調査 ―

―無人ヘリを用いた発電所近傍の調査―

福島環境安全センター 放射線監視技術開発グループ 佐々木 美雪、西澤 幸康、眞田 幸尚
福島環境安全センター 放射線監視技術開発グループ 佐々木美雪、西澤幸康、眞田幸尚

1回目: 2012年10月20日

2回目: 2013年1月20日

3回目: 2013年7月31日

4回目: 2014年1月7日

5回目: 2014年7月22日

6回目: 2015年1月15日



図  無人ヘリモニタリングシステムと無人ヘリによるモニタリング結果の比較
左無人ヘリモニタリングシステム右無人ヘリモニタリングの結果、線量率はそれぞれの測定日の最終の日付に半減期補正を行っ
ている（背景地図は、$UF*,6 データコレクションスタンダードパック (65,&R/WG を使用 。

(1)（１）
はじめに
はじめに
原子力機構では、東京電力福島第一原子力発電所事故
原子力機構では、東京電力福島第一原子力発電所事故
直後から農薬散布で使用されているヘリコプターにプ
直後から農薬散布で使用されているヘリコプターにプロ

ログラム飛行の機能を備えた
YAMAHA
発動機社製の
グラム飛行の機能を備えた <$0$+$
発動機社製の
50$;
R-MAX
G1(無人ヘリ
以下、無人ヘリ
) に放射線測定用システム
* 以下、
に放射線測定用システムを搭載した
を搭載した遠隔放射線モニタリングシステムを構築し、
遠隔放射線モニタリングシステムを構築し、様々な場所
様々な場所で測定を行ってきました。
で測定を行ってきました。
特に、有人での飛行が制限されていた福島第一原発周
特に、有人での飛行が制限されていた福島第一原発周
辺について、定期的に測定を実施しています。無人ヘリ
辺について、定期的に測定を実施しています。無人ヘリ

は有人ヘリコプターと比較して低高度で飛行が可能であ
は有人ヘリコプターと比較して低高度で飛行が可能であ
り、軌跡幅
測線間隔) も細かく設定できるため、放射
も細かく設定できるため、放射線
り、軌跡幅
( 測線間隔
分布の位置分解能は高いことが特徴として挙げられます。
線分布の位置分解能は高いことが特徴として挙げられま
また、操作員は遠隔で操縦できるため、被ばくを小さく
す。また、操作員は遠隔で操縦できるため、被ばくを小
することができる他、人が入ることのできない森林や田
さくすることができる他、人が入ることのできない森林
畑等の測定を行うことができます。
や田畑等の測定を行うことができます。
ここでは、これまで得られた発電所近傍の無人ヘリに
ここでは、これまで得られた発電所近傍の無人ヘリに
よる測定結果の推移と得られたデータを詳細解析するこ
よる測定結果の推移と得られたデータを詳細解析するこ
とにより明らかになった放射性セシウムの比の分布状況
とにより明らかになった放射性セシウムの比の分布状況
についてまとめます。
についてまとめます。

（２） モニタリング結果

(2)

モニタリング結果

無人ヘリによる福島第一原発周辺のモニタリングは
86

無人ヘリによる福島第一原発周辺のモニタリングは

2012
まで合計 6 回実施しています。
回実施しています。
から開始し、2015
から開始し、 まで合計

（株）
測定に当たっては、ヤマハ発動機
測定に当たっては、ヤマハ発動機
株 自律飛行型無
自律飛行型無
人ヘリ
RMAX
G1
を使用し、地上からの直達ガンマ線及
人ヘリ 50$;* を使用し、地上からの直達ガンマ線及び
び空気による散乱線の全計数率とエネルギースペクトル
空気による散乱線の全計数率とエネルギースペクトルを
を 1
秒間に
1 回連続測定しています。また、放射線検出
秒間に
 回連続測定しています。
また、放射線検出器は
器は
LaBr3(Ce)(
ランタンブロマイド
) シンチレーショ
/D%U &H ランタンブロマイド シンチレーション検出
ン検出器
(38mm Φ× 38mm
× 3 本 ) を用いています
器 PPΦ×PP×
本 を用いています
図  左 。( 図
1 左無人ヘリの飛行高度は、安全面及びデータの信頼性を
)。
無人ヘリの飛行高度は、安全面及びデータの信頼性を
考慮し、対地高度で P としています。この場合、上空
考慮し、対地高度で
80 m としています。この場合、上
で測定される放射線は、無人ヘリ下部の地上において半
径 P 程度の円内のガンマ線量を平均化したものと言え
空で測定される放射線は、無人ヘリ下部の地上において
ます。無人ヘリの軌跡幅（測線間隔）は
P、無人ヘリ
半径
80 m 程度の円内のガンマ線量を平均化したものと
の飛行速度は PV NPK
程度としています。
言えます。無人ヘリの軌跡幅
（測線間隔）
は 80 m、無人
取得したデータは、放射線検出器で測定される
 秒毎の
ヘリの飛行速度は
8 m/s (= 28.8 km/h) 程度としていま
ガンマ線のデータ（計数率）とエネルギースペクトル及
す。
びそれに対応する
'*36（差分全地球測位システム：
取得したデータは、放射線検出器で測定される
1 秒毎
'LIIHUHQWLDO*OREDO3RVLWLRQLQJ6\VWHP）による位置
のガンマ線のデータ（計数率）とエネルギースペクトル
情報が対となったデータになります。
取得したデータは、
及びそれに対応する
DGPS（差分全地球測位システム：
地上で測定したデータと比較し、高度などの影響を補正
Differential
Global Positioning System）による位置情
して地上 ｍでの線量率に換算します。これらの測定結果
報が対となったデータになります。取得したデータは、
は、市販の *,6 地理情報システム ソフトウエアを使用
地上で測定したデータと比較し、高度などの影響を補正
してマップとして表示できます。
して地上 1 ｍでの線量率に換算します。これらの測定結

図 無人ヘリモニタリングによる地上P の線量率の変化率
（黒点は実測値、赤い実線は物理的半減期を考慮した計算値、
青い点線は緩衝深度を考慮した計算値。
）㻌
図 無人ヘリモニタリングによる地上P の線量率の変化率

果は、市販の
GIS ( 地理情報システム ) ソフトウエアを
（黒点は実測値、赤い実線は物理的半減期を考慮した計算値、
青い点線は緩衝深度を考慮した計算値。
）㻌
使用してマップとして表示できます。

図 1 にこれまでのモニタリングにおける空間線量率

図  にこれまでのモニタリングにおける空間線量率マ
ップを示します。発電所周辺の線量分布は、比較的高い
い空間放射線量率が、北西、西北西、西、南方向に広がっ
空間放射線量率が、北西、西北西、西、南方向に広がっ
ていることが分かります。また、モニタリングごとに線
ていることが分かります。また、モニタリングごとに線
図  にこれまでのモニタリングにおける空間線量率マ
量率が減少していることも視覚的に見ることができま
量率が減少していることも視覚的に見ることができます。
ップを示します。発電所周辺の線量分布は、比較的高い
す。これらの変化を定量的に評価するため、モニタリン
これらの変化を定量的に評価するため、モニタリングし
空間放射線量率が、北西、西北西、西、南方向に広がっ
グした場所を 5 m メッシュに分割し、第 1 回モニタリ
た場所を
P メッシュに分割し、第  回モニタリングを 
ていることが分かります。また、モニタリングごとに線
ングを 1 として相対的な変化率を算出し、図 2 に示しま
として相対的な変化率を算出し、図
 に示します。この
量率が減少していることも視覚的に見ることができます。
す。このように、土壌への浸透度合い
（緩衝深度β）
を
ように、土壌への浸透度合い
緩衝深度β
を固定した場
これらの変化を定量的に評価するため、モニタリングし
固定した場合よりも、土壌への浸透を考慮した計算値と
合よりも、土壌への浸透を考慮した計算値とよく一致し
た場所を P メッシュに分割し、第  回モニタリングを 
よく一致しています。この結果から線量率の変化は、放
ています。この結果から線量率の変化は、放射性セシウ
として相対的な変化率を算出し、図  に示します。この
射性セシウムの土壌への浸透度合いに大きく依存するこ
ムの土壌への浸透度合いに大きく依存することを示して
ように、土壌への浸透度合い 緩衝深度β を固定した場
とを示していると考えられます。
いると考えられます。
合よりも、土壌への浸透を考慮した計算値とよく一致し
マップを示します。発電所周辺の線量分布は、比較的高

したシミュレーション結果を組み合わせることで地表面
た。
に沈着した &V と &V 濃度を求めました。
図 3 に原子力発電所周辺における 134Cs/137Cs 比の分布
図に原子力発電所周辺における &V&V比の分布図
134
137Cs 比が
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を示します。
北西方向のプルーム跡で &VCs/
&V 比が他の
したシミュレーション結果を組み合わせることで地表面
他の地域より約一割低いことが分かります。原子力機構
地域より約一割低いことが分かります。原子力機構の西
に沈着した &V と &V 濃度を求めました。
の西原らは、核種崩壊生成計算コード
ORIGEN2
を用
原らは、核種崩壊生成計算コード25,*(1
を用いて計算
図に原子力発電所周辺における &V
&V比の分布図
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137

いて計算した事故直後の
Cs/ Cs 比が炉心の燃焼度の

した事故直後の
&V&V 比が炉心の燃焼度の違いによ
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&V&V 比が他の
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2、3、4 号機に比べて
号機で約 1 割低い
り
、、 号機に比べて
 号機で約 1割低いことを報告
地域より約一割低いことが分かります。原子力機構の西
ことを報告しており、無人ヘリの結果と一致します。こ
しており、無人ヘリの結果と一致します。これにより北
原らは、核種崩壊生成計算コード25,*(1 を用いて計算
れにより北西方向のプルーム跡は
1 号機からの寄与割合
西方向のプルーム跡は
 号機からの寄与割合が大きいこ
した事故直後の &V
&V 比が炉心の燃焼度の違いによ
が大きいことが推定でき、シミュレーションの精度向上
とが推定でき、シミュレーションの精度向上などの利用
り 、、 号機に比べて  号機で約  割低いことを報告
などの利用に期待されます
[1]。
に期待されます>@。
しており、無人ヘリの結果と一致します。これにより北
西方向のプルーム跡は  号機からの寄与割合が大きいこ
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まとめ
（４）
まとめ
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予定です。また、今まで明らかでなかった発電所近傍の
分かりました。今後とも、モニタリングを継続的に実施
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するとともに手法の高精度化を目指し研究開発を行って
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タからもその影響が確認できれば、放射性物質の放出原
データからもその影響が確認できれば、放射性物質の放
原子力発電所の事故により放出された放射性物質はそ
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137Cs 比の
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発電所周辺の &V134&V
に解析することによって、発電所周辺の
Cs/比の分布図
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も事故からの経過時間の少ない、第
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年

月
のデータを使用しました。
前述のとおり、原子力機構では事故直後から無人ヘリ
(2012 年 10 月 ) のデータを使用しました。
手法は、無人ヘリに搭載した /D%U
検出器で得られ
 &H
コプターを用いて原子力発電所周辺を測定しており、最
手法は、無人ヘリに搭載した
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3(Ce) 検出器で得
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で計算
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図  福島第一原発周辺の無人ヘリモニタリングによる &V
と &V の比率の分布
㻌 背景地図は、国土地理院の地図を使用。各格子は P 長さ。
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図 空間線量率の測定結果を記したマップ
サーベイメータを使って地表面から P 高さの空間線量率を測定しました。左図が  年  月から  月にかけて測定したもの、
右図は  年  月から  月にかけて測定したものです。


東京電力福島第一原子力発電所事故では、
大量の放射性
東京電力福島第一原子力発電所事故では、大量の放射
物質が大気中に放出され、広い範囲の土地に放射性物質
性物質が大気中に放出され、広い範囲の土地に放射性物
の沈着が起きました。沈着した放射性物質により空間線
質の沈着が起きました。沈着した放射性物質により空間
量率が上昇しましたが、沈着から時間が経過するにつれ
線量率が上昇しましたが、沈着から時間が経過するにつ
空間線量率も減少してきました。原子力機構では、当初
れ空間線量率も減少してきました。原子力機構では、当
は文部科学省、現在は原子力規制庁からの委託調査の一
初は文部科学省、現在は原子力規制庁からの委託調査の
環として空間線量率の詳細な分布を時間を追って測定し、
一環として空間線量率の詳細な分布を時間を追って測定
その変化の特徴を明らかにしてきました。
し、その変化の特徴を明らかにしてきました。
空間線量率の測定は 3 種類の手法を用いて実施しまし
空間線量率の測定は 3 種類の手法を用いて実施しま
た。まず、1F から 80km 圏内で人為的なかく乱の少ない
した。まず、1F から 80km 圏内で人為的なかく乱の少
平坦な開かれた場所を数千箇所選び、サーベイメータを
ない平坦な開かれた場所を数千箇所選び、サーベイメー
使用して定点で地上 1m の空間線量率を測定しました。
タを使用して定点で地上
1m の空間線量率を測定しまし
また、京都大学原子炉実験所が開発した
KURAMA-II シ
た。また、京都大学原子炉実験所が開発した
KURAMAステムを搭載して、自動車で走行サーベイを行い、より
II
搭空
載間
し線
て、
サた
ー。
ベま
イた
を、
行
広シ
域ス
のテ
詳ム細をな
量自
率動
を車
調で
べ走ま行し
い、より広域の詳細な空間線量率を調べました。また、
KURAMA-II システムを背負った測定者が住民の生活に
KURAMA-II
システムを背負った測定者が住民の生活に
密接した経路を歩きながら連続的に測定する歩行サーベ
密接した経路を歩きながら連続的に測定する歩行サーベ
イも行いました。
イも行いました。
 サーベイメータによる測定
図 1 は平坦地上 1m における空間線量率分布を 2011
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年
6 月調査と 2014 年 11 月調査との間で比較したもので
(1) サーベイメータによる測定
す。全体として空間線量率が減少していることがわかり
図 1 は平坦地上 1m における空間線量率分布を 2011
ます。
年 6 月調査と 2014 年 11 月調査との間で比較したもの
2011 年6 月調査と2014 年11 月調査においてサーベイ
です。全体として空間線量率が減少していることがわか
メータで測定した空間線量率の合計値を算出しました。
ります。
空間線量率の合計値を測定箇所数で割ると平均空間線量
2011 年 6 月調査と 2014 年 11 月調査においてサーベ
率になるため、空間線量率の合計値の比較は平均空間線
イメータで測定した空間線量率の合計値を算出しまし
量率の比較と同じ意味を持っています。2011 年 6 月調査
た。空間線量率の合計値を測定箇所数で割ると平均空間
における空間線量率の合計値に対する 2014 年 11 月調査
線量率になるため、空間線量率の合計値の比較は平均空
における空間線量率の合計値の比率は0.30 となりました。
間線量率の比較と同じ意味を持っています。2011 年 6
約 38 ヶ月の時間が経過することで、空間線量率は 70％
月調査における空間線量率の合計値に対する 2014 年 11
減衰していたことがわかります。この期間における放射
月調査における空間線量率の合計値の比率は 0.30 とな
性セシウムの半減期による物理減衰のみを考慮した空間
りました。約 38 ヶ月の時間が経過することで、空間線
線量率の変化率は
49％程度と評価されるので、物理減衰
量率は
70％減衰していたことがわかります。この期間
及び除染等以外の要因により空間線量率が 21％減衰して
における放射性セシウムの半減期による物理減衰のみを
いたことがわかります。これは放射性セシウムが地中へ
考慮した空間線量率の変化率は 49％程度と評価される
浸透することにより、ガンマ線に対する遮蔽効果が増え
ので、物理減衰及び除染等以外の要因により空間線量率
たためと考えられます。
が
21％減衰していたことがわかります。これは放射性
 走行サーベイ
セシウムが地中へ浸透することにより、ガンマ線に対す
走行サーベイについても時間変化の傾向を調査しまし

㻌

㻌
㻌
図 走行サーベイ結果の時間変化の傾向
 年 月調査の走行サーベイで得た空間線量率の積算値に対するその後の 回の走行サーベイによる空間線量率の積算値の比率
（積
算線量率比）の変化を示したものです。平坦地上でサーベイメータにより測定した空間線量率の積算線量率比も併せて示しました。

る遮蔽効果が増えたためと考えられます。

地上 1m 高さの空間線量率値の走行サーベイ結果に対
する大きさは、空間線量率の合計値の比較で、最新の

(2)

走行サーベイ

た。図 2 に、2011 年 6 月調査で実施した走行サーベイで
走行サーベイについても時間変化の傾向を調査しまし
得られた空間線量率の合計値に対するその後の 8 回の走
た。図 2 に、2011 年 6 月調査で実施した走行サーベイ
行サーベイによる空間線量率の合計値の比率（合計線量
で得られた空間線量率の合計値に対するその後の 8 回の
率比）の変化を示します。
走行サーベイによる空間線量率の合計値の比率（合計線
走行サーベイによって測定された道路及びその近傍に
量率比）の変化を示します。
おける空間線量率の減少率は放射性セシウムの物理減衰
走行サーベイによって測定された道路及びその近傍に
による減少率よりもかなり大きくなっています。
おける空間線量率の減少率は放射性セシウムの物理減衰
 異なる手法による測定の結果比較
による減少率よりもかなり大きくなっています。
 種類の手法による空間線量率測定結果を比較しまし
た。走行サーベイの測定結果は 100m×100m の区画ごと
(3) 異なる手法による測定の結果比較
にその区画内を走行中に
3 秒ごとに得られた一連の空間
3
種類の手法による空間線量率測定結果を比較しまし
線量率測定値の平均値ですが、その区画内に同時期にサ
た。走行サーベイの測定結果は 100m × 100m の区画ご
ーベイメータを用いて測定した平坦地の地上P高さの空
とにその区画内を走行中に 3 秒ごとに得られた一連の空
間線量率測定データが存在する場合に、両者の空間線量
間線量率測定値の平均値ですが、その区画内に同時期に
率測定結果を比較しました。さらに、同じ時期にその区
サーベイメータを用いて測定した平坦地の地上 1m 高さ
画内を歩いた歩行サーベイによる空間線量率の測定デー
タとの比較を行いました。
の空間線量率測定データが存在する場合に、両者の空間
地上 1m 高さの空間線量率値の走行サーベイ結果に対
線量率測定結果を比較しました。さらに、同じ時期にそ
する大きさは、空間線量率の合計値の比較で、最新の
の区画内を歩いた歩行サーベイによる空間線量率の測定

2014 年 11 月調査では 1.5 倍程度と評価されました。一

2014 年 11 月調査では 1.5 倍程度と評価されました。一
方、歩行サーベイによる空間線量率値の走行サーベイ
方、歩行サーベイによる空間線量率値の走行サーベイ結
結果に対する大きさは、空間線量率の合計値の比較で、
果に対する大きさは、
空間線量率の合計値の比較で、
2014
2014 年 11 月調査では 1.2 倍程度と評価されました。
年 11 月調査では 1.2 倍程度と評価されました。
このように、空間線量率測定値の大小関係は、平坦地
このように、空間線量率測定値の大小関係は、平坦地
上の測定値が最も大きく、続いて歩行サーベイの測定値、
上の測定値が最も大きく、続いて歩行サーベイの測定値、
走行サーベイの測定値の順になっていることがわかりま
走行サーベイの測定値の順になっていることがわかりま
した。平坦地上は空間線量率の変化が小さく空間線量率
した。平坦地上は空間線量率の変化が小さく空間線量率
が高い地点の代表とみなせるのに対し、道路上は空間線
が高い地点の代表とみなせるのに対し、道路上は空間線
量率の変化が大きく空間線量率が低い地点の代表とみな
量率の変化が大きく空間線量率が低い地点の代表とみな
せます。歩行サーベイの経路である生活環境に密接した
せます。歩行サーベイの経路である生活環境に密接した
地点は、
これらの中間になっていることがわかりました。
地点は、
これらの中間になっていることがわかりました。

原子力機構では引き続き空間線量率測定を継続し、空
原子力機構では引き続き空間線量率測定を継続し、空
間線量率分布の変化の特徴を解明していく予定です。
間線量率分布の変化の特徴を解明していく予定です。
本事業は、平成26
26 年度原子力規制庁委託事業「東
年度原子力規制庁委託事業「東京
 本事業は、平成
電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物
京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う放射
性物質の分布データの集約及び移行モデルの開発」の
質の分布データの集約及び移行モデルの開発」の成果の
成果の一部です。
一部です。

データとの比較を行いました。

日本原子力研究開発機構、平成 26 年度原子力規制庁委託事業「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う
《参考文献》
放射性物質の分布データの集約及び移行モデルの開発」成果報告書、2015 年、
http://fukushima.jaea.go.jp/initiatives/cat03/entry07.html

《参考文献》 ・ 日本原子力研究開発機構、" 平成 26 年度原子力規制庁委託事業「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に
伴う放射性物質の分布データの集約及び移行モデルの開発」成果報告書 "、2015 年、
http://fukushima.jaea.go.jp/initiatives/cat03/entry07.html

89

7-2
マッピング 
⑵マッピング
― 放射性核種の土壌沈着量分布の特徴 ―
―放射性核種の土壌沈着量分布の特徴―
福島環境安全センター
環境動態研究グループ
山本英明
英明
福島環境安全センター
環境動態研究グループ 山本

㻌
㻌
㻌
図 &V の沈着量を記した土壌濃度マップ
直接に測定した沈着量（LQVLWX 測定を□、土壌採取による測定を△）に空間線量率と放射性セシウムの沈着量の相関関係を基に評
価した &V の沈着量の評価値（○）を追加したものです。左図が  年上期調査、右図が同年下期調査です。

現在、空間線量率に寄与している人工放射性核種のほ
東京電力福島第一原子力発電所事故では、大量の放射

とんどが放射性セシウムであり、これまでに実施した調
性物質が大気中に放出され、広い範囲の土地に放射性物

東京電力福島第一原子力発電所事故では、大量の放射性
質の沈着が起きました。どのような種類の放射性核種が
物質が大気中に放出され、広い範囲の土地に放射性物質
どのくらい土壌に沈着したのかを知ることは、事故の影
の沈着が起きました。どのような種類の放射性核種がど
響を評価し適切な対策を講じるために基本的な情報とな
のくらい土壌に沈着したのかを知ることは、事故の影響
ります。原子力機構では、当初は文部科学省、現在は原
を評価し適切な対策を講じるために基本的な情報となり
子力規制庁からの委託調査の一環として放射性核種の土
ます。原子力機構では、当初は文部科学省、現在は原子
壌沈着量を測定してマップを作成してきました。経時的
力規制庁からの委託調査の一環として放射性核種の土壌
に行った調査より、放射性核種の沈着量分布やその経時
沈着量を測定してマップを作成してきました。経時的に
変化の特徴が明らかになりつつあります。
行った調査より、放射性核種の沈着量分布やその経時変
化の特徴が明らかになりつつあります。
(1)
in-situ 測定による沈着量分布評価
測定による沈着量分布評価
 LQVLWX
2011 年
2011
年 66月に実施した第１回目の環境調査では、約
月に実施した第１回目の環境調査では、約
11,000
個の土壌試料を採取して持ち帰り、Ge
検出器を
11,000 個の土壌試料を採取して持ち帰り、
Ge 検出器を用
用いたスペクトル測定により試料中に含まれる放射性核
いたスペクトル測定により試料中に含まれる放射性核種
種毎の濃度を測定し、沈着量分布マップを作成しました。
毎の濃度を測定し、沈着量分布マップを作成しました。
次調査以降は、土壌試料を
2011 年 12 月に開始した第 22 次調査以降は、土壌試料を
採取するかわりに、ポータブルの
検出器を環境中に
採取するかわりに、
ポータブルの GeGe
検出器を環境中に持
ち出して行う
in-situ
測定で、
エネルギースペクトルを解
持ち出して行う
in-situ
測定で、エネルギースペクトル
析して土壌沈着量を定量しています。
を解析して土壌沈着量を定量しています。
90

現在、空間線量率に寄与している人工放射性核種のほ
査においても、撹乱のない平坦地では土壌への放射性セ
とんどが放射性セシウムであり、これまでに実施した調
シウムの沈着量と空間線量率が非常に良い相関を示すこ
査においても、撹乱のない平坦地では土壌への放射性セ
とが確認されています。そこで、in-situ 測定を行った
シウムの沈着量と空間線量率が非常に良い相関を示すこ
箇所で空間線量率の測定を同時に行い、調査時点におけ
とが確認されています。そこで、in-situ 測定を行った箇
る空間線量率と放射性セシウム沈着量との相関関係を求
所で空間線量率の測定を同時に行い、調査時点における
め、この関係を用いることで、放射性セシウムの沈着量
空間線量率と放射性セシウム沈着量との相関関係を求め、
を直接に測定していない箇所における放射性セシウムの
この関係を用いることで、放射性セシウムの沈着量を直
沈着量を空間線量率から評価しました。
接に測定していない箇所における放射性セシウムの沈着
空間線量率と放射性セシウムの沈着量の相関関係を基
量を空間線量率から評価しました。
に、空間線量率のみの測定が実施された約
6,600 箇所に
空間線量率と放射性セシウムの沈着量の相関関係を基
ついて空間線量率から評価した放射性セシウムの沈着量
に、空間線量率のみの測定が実施された約
6,600 箇所に
を評価し、in-situ
測定及び土壌採取により直接に求めた
ついて空間線量率から評価した放射性セシウムの沈着量
沈着量に加えて記した土壌濃度マップを作成しました。
を評価し、in-situ
測定及び土壌採取により直接に求めた
134Cs の詳細な土壌濃度マップを図 1 に、137Cs の土壌濃
沈着量に加えて記した土壌濃度マップを作成しました。
134
137Cs
度マップを図
2 にそれぞれ示します。
2014
年上期調査
（6
Cs の詳細な土壌濃度マップを図
1 に、
の土壌濃
月 23 日～ 9 2月にそれぞれ示します。
5 日）の結果を左図に、下期調査
（10
度マップを図
2014 年上期調査
（6月
月2723日～
日～9
日）の結果を左図に、下期調査（10
月
12 月 55 日）
の結果を右図に示します。
27 日～12 月 5 日）の結果を右図に示します。
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図 &V
の沈着量を記した土壌濃度マップ

図 &V の沈着量を記した土壌濃度マップ
直接に測定した沈着量（LQVLWX 測定を□、土壌採取による測定を△）に空間線量率と放射性セシウムの沈着量の相関関係を基に評
直接に測定した沈着量（LQVLWX
測定を□、土壌採取による測定を△）に空間線量率と放射性セシウムの沈着量の相関関係を基に評

価した &V
の沈着量の評価値（○）を追加したものです。左図が  年上期調査、右図が同年下期調査です。
価した &V の沈着量の評価値（○）を追加したものです。左図が  年上期調査、右図が同年下期調査です。
㻌
㻌
原子力機構は同様の沈着量測定を継続し、沈着量分布
(2) 沈着量分布の時間変化

2014 年上期調査と下期調査とにおいて、in-situ 測定
 沈着量分布の時間変化
 沈着量分布の時間変化
による放射性セシウムの沈着量の合計値による比較を行
2014 年上期調査と下期調査とにおいて、in-situ 測定に
2014 年上期調査と下期調査とにおいて、in-situ 測定に
いました。沈着量の合計値を測定箇所数で割ると平均沈
よる放射性セシウムの沈着量の合計値による比較を行い
よる放射性セシウムの沈着量の合計値による比較を行い
ました。沈着量の合計値を測定箇所数で割ると平均沈着
着量になるため、沈着量合計値の比較は平均沈着量の比
ました。沈着量の合計値を測定箇所数で割ると平均沈着
量になるため、沈着量合計値の比較は平均沈着量の比較
較と同じ意味を持っています。
量になるため、沈着量合計値の比較は平均沈着量の比較
と同じ意味を持っています。
2014 年上期調査の沈着量に対する下期調査の沈着量
と同じ意味を持っています。
134Cs に関しては 0.85 と評価されました。こ
2014
年上期調査の沈着量に対する下期調査の沈着量
の比率は、
2014 年上期調査の沈着量に対する下期調査の沈着量
134
の比率は、
Cs に関しては 0.85 と評価されました。こ
の期間の物理減衰により予想される比率は
0.87 でした。
の比率は、134Cs に関しては 0.85 と評価されました。こ
の期間の物理減衰により予想される比率は
0.87 0.97
でした。
137Cs 沈着量のふたつの時期での比率は
同じく
と評
の期間の物理減衰により予想される比率は 0.87 でした。
137Cs 沈着量のふたつの時期での比率は 0.97 と評
同じく
価されました。物理減衰は
0.99 でした。これらの結果
同じく 137Cs 沈着量のふたつの時期での比率は
0.97 と評
価されました。物理減衰は
0.99
でした。これらの結果か
から、上期と下期の間で風雨等により放射性セシウムが
価されました。物理減衰は 0.99 でした。これらの結果か
ら、上期と下期の間で風雨等により放射性セシウムが除
除去されるウェザリング効果による沈着量の減少はほと
ら、上期と下期の間で風雨等により放射性セシウムが除
去されるウェザリング効果による沈着量の減少はほとん
んど観察されませんでした。
去されるウェザリング効果による沈着量の減少はほとん
ど観察されませんでした。
137Cs の沈着量の長期的な変化に関しては 240 箇所で
ど観察されませんでした。
137Csの沈着量の長期的な変化に関しては240箇所で比
137Csの沈着量の長期的な変化に関しては240箇所で比
比較をすることができ、合計値の比率を計算しました。
較をすることができ、合計値の比率を計算しました。そ
その結果
2012 年 3 月調査から 2014 年下期調査までの
較をすることができ、合計値の比率を計算しました。そ
の結果 2012 年 3 月調査から 2014 年下期調査までの約
2012 年 3 月調査から 2014 年下期調査までの約
約の結果
33 ヶ月間で、物理減衰により予想される比率が
0.94
33 ヶ月間で、
物理減衰により予想される比率が 0.94 であ
33 ヶ月間で、
物理減衰により予想される比率が
であ
であるのに対し、ふたつの時期での比率は
0.900.94
でした。
るのに対し、ふたつの時期での比率は 0.90 でした。地面
るのに対し、ふたつの時期での比率は
0.90
でした。地面
地面の状況が変化していない箇所では、このように、長
の状況が変化していない箇所では、このように、長期の
の状況が変化していない箇所では、このように、長期の
期の変化においても、沈着量のウェザリング効果による
変化においても、沈着量のウェザリング効果による減少
変化においても、沈着量のウェザリング効果による減少
減少は小さいことがわかりました。
は小さいことがわかりました。
は小さいことがわかりました。

の変化の特徴を解明していく予定です。
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状況データや植生データ等、関連する地理空間情報の公
況データや植生データ等、関連する地理空間情報の公開
状況データや植生データ等、関連する地理空間情報の公
開も開始しました。
も開始しました。
開も開始しました。
環
境 モ ニ タ リ ン グ デ ー タ ベ ー (http://emdb.
スサイト
環境モニタリングデータベースサイト
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
デ
ー
タ
ベ
ー
イト
KWWSHPGEMDHDJRMS
では、
機関から公開されて
jaea.go.jp) では、21 機関から公開されているス3 サ
億超の
KWWSHPGEMDHDJRMS
では、 機関から公開されて
いる
 億超の環境モニタリングデータをはじめ、土地利
環境モニタリングデータをはじめ、土地利用状況等の地
いる

億超の環境モニタリングデータをはじめ、土地利
用状況等の地理空間データが集約、公開されています。
理空間データが集約、公開されています。
用状況等の地理空間データが集約、公開されています。
これら事業の一部は、
原子力規制庁からの受託事業
「平
これら事業の一部は、
原子力規制庁からの受託事業
「平
これら事業の一部は、
原子力規制庁からの受託事業「平
成
25
年度東京電力福島第一原子力発電所事故による環
成 25
年度東京電力福島第一原子力発電所事故による環
成 25 年度東京電力福島第一原子力発電所事故による環
境モニタリング等データベース構築」及び福島県空間線
境モニタリング等データベース構築」
及び福島県空間線
境モニタリング等データベース構築」及び福島県空間線
量率測定システムの一部は、福島県からの受託事業「広
量率測定システムの一部は、福島県からの受託事業
「広
量率測定システムの一部は、福島県からの受託事業「広
域線量率分布測定用装置 (KURAMA-II)
KURAMA-II データ解析・補
データ解析・補
域線量率分布測定用装置
KURAMA-II データ解析・補
正」の成果です。
正」
の成果です。
正」の成果です。

図  環境モニタリングデータベースの提供情報
図  環境モニタリングデータベースの提供情報
マップ支援ツールを用いて作成した独自マップ例（上図）
。土地
マップ支援ツールを用いて作成した独自マップ例（上図）
。土地
利用状況マップ（下図）
利用状況マップ（下図）

《参考文献》
・ A.
Seki,
Takemiya,
"Development
of radionuclide
distribution
database
system
on Fukushima
the
《参考文献》
・A.
Seki,
H.H.
Takemiya,
et et
al.,al.,
“Development
of radionuclide
distribution
database
and and
mapmap
system
on the
4, 47 (2014).
Fukushima
nuclear
accident",
Progress
in Nucl.
Technol.
nuclear
accident”,
Progress
Nucl.
Sci. Technol.
47Sci.
(2014).
《参考文献》
・A.
Seki,
H. Takemiya,
etinal.,
“Development
of4,radionuclide
distribution
database and map system on the Fukushima
・
武宮博、斉藤公明、水野哲、谷垣実、"
東京電力㈱福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の長期的影響把握
・武宮博、斉藤公明、水野哲、谷垣実、
nuclear
accident”, Progress in Nucl. “東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の長期的影響把握手
Sci. Technol.
4, 47 (2014).
手法の確立福島県空間線量率測定結果速報システムの構築”
(10) 福島県空間線量率測定結果速報システムの構築
"、日本原子力学会
2013 年秋の大会予稿集
法の確立(10)
、日本原子力学会
2013 年秋の大会予稿集
(2013). (2013).
・武宮博、斉藤公明、水野哲、谷垣実、
“東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の長期的影響把握手

法の確立(10) 福島県空間線量率測定結果速報システムの構築”
、日本原子力学会 2013 年秋の大会予稿集 (2013).

93

7-3 分析技術の高度化
分析技術の高度化
㻣㻙㻟㻌
― 東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性核種の分析技術の高度化 ―
－東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性核種の分析技術の高度化－
福島環境安全センター
放射線計測技術グループ
武石 稔、三枝
純、江尻
明、依田
朋之、前田
智史、
福島環境安全センター
放射線計測技術グループ
武石 稔、三枝
純、江尻
明、依田
朋之、前田
智史、
岡崎
勤、大谷
周一、山口
敏夫、波澄
篤、栗田
義幸、柴道
勝、内海
あずさ、眞鍋
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岡崎 勤、大谷 周一、山口 敏夫、波澄 篤、栗田 義幸、柴道 勝、内海 あずさ、眞鍋 早知、柳澤 華代

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、事故直後

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、
事故直後に
において放射性キセノンやクリプトンなどの希ガス、揮
おいて放射性キセノンやクリプトンなどの希ガス、揮発
発性のヨウ素、テルル、セシウムなどの放射性核種が環
性のヨウ素、テルル、セシウムなどの放射性核種が環境
境中に多量に放出されました。大部分の放射性核種は半
中に多量に放出されました。大部分の放射性核種は半減
減期が短く、既に減衰していますが [1]、事故から
4年
期が短く、既に減衰していますが>@、事故から
 年半を
134

半を経過した
2015 年現在でも、半減期約
年の 
Cs
経過した
 年現在でも、半減期約
 年の 2&ｓと約
137

と約 30&V年の
Cs が陸上環境に存在しています。また、
が陸上環境に存在しています。また、参考文献
年の
参考文献
[2]
によりますと、内部被ばく評価上重要な核
>@によりますと、内部被ばく評価上重要な核種である半
種である半減期約
29 年の 90Sr や長寿命の放射性プルト
同
減期約
 年の 6U や長寿命の放射性プルトニウムは、
ニウムは、同位体比等の調査を通して、今回の事故によ
位体比等の調査を通して、今回の事故により放出された

90Sr は事故発生
り放出されたことが確認されたものの、
6U は事故発生前の全国で観測
ことが確認されたものの、

）に入るレベル、
されている測定範囲（～%TP
前の全国で観測されている測定範囲（2.3
～ 950Bq/m2）

239+240Pu についても同様に事故発生前に
3X についても同様に事故発生前に全国で観測された
に入るレベル、
測定範囲（過去の大気圏内核実験の影響範囲）に入るレ
全国で観測された測定範囲（過去の大気圏内核実験の影
ベルであったと報告されています>@。したがって、環
響範囲）に入るレベルであったと報告されています [2]。
境回復のためには、放射性セシウムを正確、迅速に測定
したがって、環境回復のためには、放射性セシウムを正
することが最も重要です。
確、迅速に測定することが最も重要です。
一方、
事故に伴う汚染水には主にトリチウムが含まれて
一方、事故に伴う汚染水には主にトリチウムが含まれ
います。特にトリチウムは水素の同位体で、主に水分子
ています。特にトリチウムは水素の同位体で、主に水分
として存在することから化学的処理による分離が困難で
子として存在することから化学的処理による分離が困難
す。両者ともガンマ線を放出しないため、生物試料等の
です。両者ともガンマ線を放出しないため、生物試料等
環境試料の分析には熟練した技術と期間を必要とします。
の環境試料の分析には熟練した技術と期間を必要としま
また、これまでの平常時分析法は、バックグラウンドま
す。また、これまでの平常時分析法は、バックグラウン
でのレベルを測定するため、乾燥、灰化などの前処理や
ドまでのレベルを測定するため、乾燥、灰化などの前処
分離、精製などの物理・化学的な処理を行う方法が定め
理や分離、精製などの物理・化学的な処理を行う方法が
られていました。
定められていました。
しかし、福島では、広範囲に渡って事故由来の放射性核
しかし、福島では、広範囲に渡って事故由来の放射性
種が沈着したことから、レベルに応じてその濃度を迅速
核種が沈着したことから、レベルに応じてその濃度を迅
に測定することが必要になりました。また、土壌、水、
速に測定することが必要になりました。また、土壌、水、
農産物、畜産物、海産物、食品等、多種多様な試料を多
農産物、畜産物、海産物、食品等、多種多様な試料を多
数分析することが求められています。これらのニーズに
数分析することが求められています。これらのニーズに
沿うためには、複雑な操作なしに正確、簡便に分析でき
沿うためには、複雑な操作なしに正確、簡便に分析でき
る方法の開発及び高度化が求められています。
る方法の開発及び高度化が求められています。

 *H 半導体検出器を用いたガンマ線放出核種濃度

(1) 定量の信頼性向上
Ge 半導体検出器を用いたガンマ線放出核種濃度定
量の信頼性向上
① 検出下限低減（測定時間短縮）のための技術開発㻌
①

検出下限低減
（測定時間短縮）のための技術開発
福島市内に分析所を設置し、*H
検出器  台を  階

福島市内に分析所を設置し、Ge
検出器 5 台を 2 階
の測定室に設置しましたが、バックグラウンド放
の測定室に設置しましたが、バックグラウンド放射
射線分布の中に放射性セシウムのピークが観測さ
線分布の中に放射性セシウムのピークが観測され、
れ、低レベルの試料の放射能定量に長時間を要し
低レベルの試料の放射能定量に長時間を要していま
ていました。原因を調査した結果、測定室が  階

にあるが故に生じる放射線の混入（ストリーミン
した。原因を調査した結果、測定室が
2 階にあるが
グ）が原因であることを特定しました。そこで検
故に生じる放射線の混入
（ストリーミング）が原因
出器の遮蔽体配置方法について検討、最適化する
であることを特定しました。そこで検出器の遮蔽体
ことにより、検出下限値の低減及び測定時間の大
配置方法について検討、最適化することにより、検
幅な短縮を図りました（図 ）
。
出下限値の低減及び測定時間の大幅な短縮を図りま
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図  土壌試料測定時の測定時間と検出下限との関係
補助遮蔽体を設置することにより、要求された検出下限を担保す
るための測定時間を大幅に短縮することが可能となりました。


㻝㻟㻠 （図 1）
。
㻯㼟 測定精度向上に係るサム効果補正技術の向
② した
② 134
Cs
測定精度向上に係るサム効果補正技術の向上
上㻌

134
Cs
605
&V は１回のベータ崩壊に伴いエネルギーが
は１回のベータ崩壊に伴いエネルギーが 
keV,
796 keV 等、複数のガンマ線をほぼ同時に放出
NH9NH9
等、複数のガンマ線をほぼ同時に放
出します。これらの放射線が共に検出器に入射す
します。
これらの放射線が共に検出器に入射すると、
ると、ガンマ線のエネルギーが積算され
 本のガ
ガンマ線のエネルギーが積算され
1 本のガンマ線と
ンマ線と区別がつかなくなります。これをサム効
区別がつかなくなります。これをサム効果と呼びま

134Cs を過少に評価
&V を
果と呼びます。サム効果の補正をしないと
す。サム効果の補正をしないと

137Cs との放射能比を
&V との
過少に評価することになります。また、
することになります。また、
放射能比を評価する際にも大きな影響を与えます。
評価する際にも大きな影響を与えます。補正量は、
補正量は、検出器の効率のみならず線源形状、検
検出器の効率のみならず線源形状、
検出器との距離、
出器との距離、遮蔽体のサイズ等に依存します。
遮蔽体のサイズ等に依存します。この影響を標準線
この影響を標準線源を用いた実測及び計算シミュ
源を用いた実測及び計算シミュレーションにて検討
レーションにて検討し、放射能定量の信頼性を向
し、放射能定量の信頼性を向上させました。
上させました。
③ 充填高さの異なる試料の効率補正法の検討
③ 充填高さの異なる試料の効率補正法の検討㻌
福島では、多様な試料の分析依頼がありますが、量
福島では、多様な試料の分析依頼がありますが、
が十分に確保できない場合（地中深さ方向の濃度プ
量が十分に確保できない場合（地中深さ方向の濃
ロファイルを求める場合等）も多く、様々な容器に
度プロファイルを求める場合等）も多く、様々な
対応した標準体積線源を整備するなど、前処理に負
容器に対応した標準体積線源を整備するなど、前
担をかけない測定体制を整えてきました。しかし、
処理に負担をかけない測定体制を整えてきました。
あらゆる高さに対する補正を標準線源で行うことは
しかし、あらゆる高さに対する補正を標準線源で
困難です。複数の標準体積線源の測定結果を補完す
行うことは困難です。複数の標準体積線源の測定
る方法とともに、計算コード（MCNP-6）を用いて
結果を補完する方法とともに、計算コード（0&13）
高さ補正する方法を検討しました。その結果、U-8
を用いて高さ補正する方法を検討しました。その
容器、V-1 容器においては３％程度の不確かさで高
結果、8 容器、9 容器においては３％程度の不
さ補正が可能であることを確認しました。
確かさで高さ補正が可能であることを確認しまし
④ 電気冷却式
Ge 検出器の温度特性の確認
た。
Ge 検出器の日常
電気冷却式 㻳㼑 検出器の温度特性の確認㻌
④ グループで用いている電気冷却式
管理において、ガンマ線波高分布中のピークエネル
グループで用いている電気冷却式 *H 検出器の日
ギーが一定の範囲で変動することを確認しました。
常管理において、ガンマ線波高分布中のピークエ
その原因を調査したところ、室温
1℃の変動に対応
ネルギーが一定の範囲で変動することを確認しま
して
Ge 半導体の温度が 0.3 ～ 0.5ch の割合でエネ
した。その原因を調査したところ、室温
℃の変
ルギー変動することや、電気冷却器の冷却性能に関
動に対応して *H 半導体の温度が ～FK の割

の基礎データを基に、日常点検等の品質管理を継
合でエネルギー変動することや、電気冷却器の冷
続して実施することで、検出器異常の予知や予防
するデータと知見を得ました。これらの基礎データ
却性能に関するデータと知見を得ました。これら
的対策が可能になった例もあります。引き続き、
を基に、日常点検等の品質管理を継続して実施する
の基礎データを基に、日常点検等の品質管理を継
機器の安定した維持管理と運用に努めていきます。

ことで、検出器異常の予知や予防的対策が可能に
続して実施することで、検出器異常の予知や予防
試験所の能力に係る 㻵㻿㻻㻛㻵㻱㻯㻝㻣㻜㻞㻡 認定の取得㻌
⑤なった例もあります。引き続き、機器の安定した維
的対策が可能になった例もあります。引き続き、
*H
検出器を用いた試料測定に関して、
試料の受入、
持管理と運用に努めていきます。
機器の安定した維持管理と運用に努めていきます。

測定、データ管理、
報告、記録等に関する
,62,(&
⑤
試験所の能力に係る
ISO/IEC17025
認定の取得
⑤ 試験所の能力に係る 㻵㻿㻻㻛㻵㻱㻯㻝㻣㻜㻞㻡 認定の取得㻌
（試験所及び校正機関の能力に関する
Ge
検出器を用いた試料測定に関して、試料の受入、
*H 検出器を用いた試料測定に関して、
試料の受入、
一般要求事項）規格を取り入れた品質管理体系を
測定、データ管理、報告、記録等に関する
ISO/IEC
測定、データ管理、報告、記録等に関する ,62,(&
整備し、日本適合性認定協会（-$%）に認定申請、
17025:
2005（試験所及び校正機関の能力に関する一

（試験所及び校正機関の能力に関する
審査を受検し、平成  年  月  付で認定を受け
般要求事項）規格を取り入れた品質管理体系を整備
一般要求事項）規格を取り入れた品質管理体系を
ました（図 ）
。また、産業技術総合研究所等が主
し、日本適合性認定協会（JAB）に認定申請、審査
整備し、日本適合性認定協会（-$%）に認定申請、
催する技能試験（比較測定試験）にも積極的に参
を受検し、平成
27年
年
10月
月
20付で認定を受け
付で認定を受けまし
審査を受検し、
平成 
加し、測定能力の客観的検証に努めています。
た（図 2）
。また、産業技術総合研究所等が主催する
ました（図
）
。また、産業技術総合研究所等が主
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図  有機結合トリチウム（2%7）分析の流れ
これらの前処理を行うことにより、組織自由水トリチウムと
2%7（交換型、非交換型）を分離して測定する。
図  有機結合トリチウム（2%7）分析の流れ
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①燃焼シミュレーション

②㻯㼟凝集・付着モデル

③㻯㼟挙動解析モデル

凝集



付着

灰粒子
Cs凝集粒子

㻔㼍㻕㻌㻯㼟 に汚染された廃棄物焼却時の 㻯㼟解析方法

②㻯㼟・灰粒子と温度の関係性

①分子動力学法によるシミュレーション




㼀㻳：㻯㼟粒子
㼀㼃：灰粒子

付着確率

d 2 ri  1 N

 ij ri  rj
dt 2
m j 1( i  j )

温度
㻔㼎㻕㻌㻯㼟 粒子の灰粒子への付着確率評価



図 &V 挙動解析コードの構成
D 排ガス中の &V 挙動の解析は、①焼却に伴い発生する排ガスの温度や流速、焼却灰（主灰、飛灰）の分布を計算します。②&V 粒
子同士の凝集と &V 粒子と灰粒子の付着による粒子数変化、付着確率をモデル化したものです。③&V 挙動は、燃焼シミュレーション
で後処理的に &V の凝集・付着を計算することで解析します。
E &V 粒子の灰粒子の付着確率は、分子動力学法で評価しました。①量子化学計算ソフトにより得られた &V 粒子と灰粒子間の

/HQQDUG-RQHV ポテンシャルに基づき、衝突時にトラップされる &V 粒子の割合を評価します。②粒子の速度（温度）をパラメー
タに付着確率を評価した結果、特に灰粒子の温度（排ガス温度）変化と付着確率との間に相関が確認されることから、付着確率はこ
の評価結果に基づき設定しています。

放射性セシウム (Cs) が付着した都市ごみ等（8,000Bq/

放 射 性 セ シ ウ ム &V が 付 着 し た 都 市 ご み 等
kg 以下）の一部は焼却施設で処理されており、排ガス
（%TNJ
の一部は焼却施設で処理されており、
に含まれる Cs 以下）
の濃度は規制値を下回っていると報告さ
排ガスに含まれる&Vの濃度は規制値を下回っていると報
れています [1]。しかし Cs の詳細な捕集メカニズムや、
告されています>@。しかし &V の詳細な捕集メカニズム
Cs 濃度が高い場合（8,000Bq/kg 以上）でも同様である
や、&V 濃度が高い場合（%TNJ 以上）でも同様であ
のか等については十分な知見が得られていません。焼却
るのか等については十分な知見が得られていません。焼
は廃棄物を減容する有力な方法であるため、安全・安心
却は廃棄物を減容する有力な方法であるため、安全・安
の観点から、様々な条件で焼却炉内の Cs の動き（挙動）
心の観点から、
様々な条件で焼却炉内の&Vの動き
（挙動）
を理解することが重要です。また、焼却施設の運転員や
を理解することが重要です。また、焼却施設の運転員や
メンテナンス作業員が被ばくするのではないかとの懸念
メンテナンス作業員が被ばくするのではないかとの懸念
もあります。Cs が付着した主灰や飛灰の炉内壁面等へ
もあります。&V が付着した主灰や飛灰の炉内壁面等への
の付着を評価することで、焼却施設のメンテナンスを安
付着を評価することで、焼却施設のメンテナンスを安全
全に実施するための情報を提供することが必要です。
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そこで排ガスに含まれる Cs の挙動や捕集メカニズム

に実施するための情報を提供することが必要です。
を物理的モデルとして構築し、Cs
の主灰と飛灰への付
そこで排ガスに含まれる&Vの挙動や捕集メカニズムを
着を評価する
Cs 挙動解析コードの開発を進めています。

物理的モデルとして構築し、&V の主灰と飛灰への付着を
評価する &V 挙動解析コードの開発を進めています。
(1) 焼却炉内 Cs 挙動解析コードの構成

Cs は CsOH 等の化学形態でエアロゾルに付着した状
 焼却炉内 &V 挙動解析コードの構成
態で大気中を輸送されたと考えられます。一般廃棄物に
&V は &V2+ 等の化学形態でエアロゾルに付着した状態
混じって焼却されると、一般廃棄物中に含まれる塩素と
で大気中を輸送されたと考えられます。一般廃棄物に混
反応し、炉内で気体になりやすい CsCl（ 融点：646℃、
じって焼却されると、一般廃棄物中に含まれる塩素と反
沸点：1,290℃）になることがあると、平衡計算から推定
応し、炉内で気体になりやすい &V&O（融点：℃、沸点：
されています [1]。そのため、炉内の Cs の化学形態とし
℃）になることがあると、平衡計算から推定されて
て、Cs 挙動解析コードの開発では CsCl を想定します。
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②壁面への付着・再飛散現象の概念図
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粒子や焼却灰の焼却炉本体への衝突頻度の分布です。再飛散、再付着については燃焼シミュレーションで算出されるデータに②付
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②&V 凝集・付着モデル
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す。運転開始直後は、燃焼温度の変化が大きく、炉内の
分布、
流速分布が乱れるため、定常状態での計算結果（主
温度分布、流速分布が乱れるため、定常状態での計算結
灰・飛灰の発生量、焼却灰中の &V 濃度、&V&O 粒子の炉内
果（主灰・飛灰の発生量、焼却灰中の Cs 濃度、CsCl 粒
分布等）を利用します。
子の炉内分布 等）を利用します。
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福島県内にある焼却施設の運転情報に基づく条件での
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した焼却灰の調査結果を比較した結果、焼却処理により
で採取した焼却灰の調査結果を比較した結果、焼却処理
発生する主灰と飛灰の質量割合や&V濃度比等が一致して
により発生する主灰と飛灰の質量割合や
Cs 濃度比等が
おり、
排ガス中の &V 挙動が物理的なモデルで説明可能な
一致しており、排ガス中の Cs 挙動が物理的なモデルで
ことが示唆されました。
説明可能なことが示唆されました。
今後、壁面付着のモデル化に係る各モデルの調整や機
今後、壁面付着のモデル化に係る各モデルの調整や機
能拡張を行い、また、自治体やプラントメーカーに運転
能拡張を行い、また、自治体やプラントメーカーに運転
記録の情報提供などの協力を頂き、
運転条件（焼却温度）
記録の情報提供などの協力を頂き、運転条件
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性セシウムにより汚染した大量の廃棄物の処理処分に関
ど多岐に渡っていますので、それぞれの物質に対する処
理法の検討が必要であると考えられます。その中で特に
する問題解決は極めて重要な課題となりつつあります。
理法の検討が必要であると考えられます。その中で特に
大きなボリュームをもっているものが汚染土壌であり、
汚染した廃棄物に含まれるものは、土壌、植物、産廃な
大きなボリュームをもっているものが汚染土壌であり、
この研究の進展が廃棄物の処理処分の問題を解決する大
ど多岐に渡っていますので、それぞれの物質に対する処
この研究の進展が廃棄物の処理処分の問題を解決する大
きな鍵になるといっても過言ではありません。本研究で
理法の検討が必要であると考えられます。その中で特に
きな鍵になるといっても過言ではありません。本研究で
は、主に土壌の処理法についての検討を進めるため、土
大きなボリュームをもっているものが汚染土壌であり、
は、主に土壌の処理法についての検討を進めるため、土
壌を構成する粒子の中で特にセシウムを捕捉する微粒子
この研究の進展が廃棄物の処理処分の問題を解決する大
壌を構成する粒子の中で特にセシウムを捕捉する微粒子
の特定、この粒子への吸着メカニズム及び特性の解明、
きな鍵になるといっても過言ではありません。本研究で
の特定、この粒子への吸着メカニズム及び特性の解明、
並びにその処理法の開発に関する研究を実施しています。
は、主に土壌の処理法についての検討を進めるため、土

図  イメージングプレートを用いた土壌中鉱物に対する極微
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壌を構成する粒子の中で特にセシウムを捕捉する微粒子
 福島土壌でセシウムを特異的に捕捉する粒子
の特定、この粒子への吸着メカニズム及び特性の解明、
(1) 福島土壌でセシウムを特異的に捕捉する粒子
事故により放出された放射性セシウムは、大きく分け
並びにその処理法の開発に関する研究を実施しています。
事故により放出された放射性セシウムは、大きく分け
て 2 種類の状態、すなわち水に溶けやすい状態と溶けに
て 2 種類の状態、すなわち水に溶けやすい状態と溶けに
くい状態のものであったことが推定されており、多くの
福島土壌でセシウムを特異的に捕捉する粒子
くい状態のものであったことが推定されており、多くの
部分は水に溶けやすい状態であったことが指摘されてい
事故により放出された放射性セシウムは、大きく分け
部分は水に溶けやすい状態であったことが指摘されてい
てます。そこで本報告では、多くの部分を占める水に溶け
2 種類の状態、すなわち水に溶けやすい状態と溶けに
ます。そこで本報告では、多くの部分を占める水に溶け
やすいセシウムについての最近の結果について紹介しま
くい状態のものであったことが推定されており、多くの
やすいセシウムについての最近の結果について紹介しま
す。水に溶けやすいセシウムは、一端は水に溶け、僅か
部分は水に溶けやすい状態であったことが指摘されてい
す。水に溶けやすいセシウムは、一端は水に溶け、僅か
に移動し、土壌に速やかに収着したものと推定されてい
ます。そこで本報告では、多くの部分を占める水に溶け
に移動し、土壌に速やかに収着したものと推定されてい
ます。その根拠としては、放射性セシウムは、地表数セ
やすいセシウムについての最近の結果について紹介しま
ます。その根拠としては、放射性セシウムは、地表数セ
ンチから 10 センチ程度のところに留まり、殆ど移動して
す。水に溶けやすいセシウムは、一端は水に溶け、僅か
ンチから
10 センチ程度のところに留まり、殆ど移動し
いないということから考えられています。そこで、我々
に移動し、土壌に速やかに収着したものと推定されてい
ていないということから考えられています。
そこで、我々
グループでは、この土壌のどのような粒子に吸着してい
ます。その根拠としては、放射性セシウムは、地表数セ
るのかを明らかにするために、福島県飯舘村のリター層
グループでは、この土壌のどのような粒子に吸着してい
ンチから 10 センチ程度のところに留まり、殆ど移動して
より土壌を採取、粒子を分別し、特に高濃度にセシウム
るのかを明らかにするために、福島県飯舘村のリター層
いないということから考えられています。そこで、我々
が濃集している分画をイメージングプレートという放射
より土壌を採取、粒子を分別し、特に高濃度にセシウム
グループでは、この土壌のどのような粒子に吸着してい
線を直接検出できるシートの上に載せ、放射性セシウム
が濃集している分画をイメージングプレートという放射
るのかを明らかにするために、福島県飯舘村のリター層
の分布を確認しました。その結果、約  万粒の土壌粒子
線を直接検出できるシートの上に載せ、放射性セシウム
より土壌を採取、粒子を分別し、特に高濃度にセシウム
の内、たった  粒に放射性セシウムが存在していること
の分布を確認しました。その結果、約
2 万粒の土壌粒子
が濃集している分画をイメージングプレートという放射
が分かりました。その微粒子の一部の写真が図
 です。
の内、たった 15 粒に放射性セシウムが存在しているこ
線を直接検出できるシートの上に載せ、放射性セシウム
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この知見は、極めて大量の土壌廃棄物の処分を考える上
減容化が可能であるということを示唆しています。限ら
㻌
ライトであり、
上記線量は、吸着実験に使用した溶液中の初
で重要なもので、原理的にこの土壌では約
／ の減
れた微粒子に放射性セシウムが濃縮しているという結果
期放射性セシウム量を示します。
容化が可能であるということを示唆しています。限られ
は、見方を変えれば放射性セシウムが不溶性のまとまっ

た量のエアロゾルとして放出されたという可能性も考え
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はあまり強くありません。一方、問題となる風化黒雲母
て明らかにされています [1]。このことを参考に、この
は黒雲母が一部バーミキュライト化したものであり、閉
バーミキュライト化した黒雲母にセシウムを吸着させた
じている層間が、水を多く含むアルカリ土類金属などで

置換された構造をしていることが、X 線回折などによっ
て明らかにされています[1]。このことを参考に、このバ
ところ、ある程度まとまった量のセシウムがこの層に侵
ーミキュライト化した黒雲母にセシウムを吸着させたと
入したときに層間を閉じて固定化されることが X 線小角
ころ、ある程度まとまった量のセシウムがこの層に侵入
散乱及び時間分解
X 線吸収微細構造法により明らかにさ
したときに層間を閉じて固定化されることが
X 線小角散
れています [3]。これらは、セシウムが、水を多く含む
乱及び時間分解
X
線吸収微細構造法により明らかにされ
層で他のイオンに比べ自由に動き回れるという性質と黒
ています[3]。これらは、セシウムが、水を多く含む層で
雲母との相互作用において安定な結合を作るという性質
他のイオンに比べ自由に動き回れるという性質と黒雲母
が重なったときに特異的かつ集団的に、安定化するもの
との相互作用において安定な結合を作るという性質が重
であることが分かります。図 2 に示した実験では、非常
なったときに特異的かつ集団的に、安定化するものであ
に薄い 3 つの濃度条件下で様々な鉱物と共存した状態で
ることが分かります。図 2 に示した実験では、非常に薄
も特に風化黒雲母に濃集することからみても、ある程度
い 3 つの濃度条件下で様々な鉱物と共存した状態でも特
まとまるまで平衡的に吸脱着を繰り返し、最終的に風化
に風化黒雲母に濃集することからみても、ある程度まと
黒雲母に収斂するというメカニズムがあることが分かり
まるまで平衡的に吸脱着を繰り返し、最終的に風化黒雲
ます。さらに、風化黒雲母とセシウムとの間には、プラ
母に収斂するというメカニズムがあることが分かります。
スとマイナスが引き合うことにより結合するという単純
さらに、風化黒雲母とセシウムとの間には、プラスとマ
な吸着様式だけでなく、お互いの電子を共有することで
イナスが引き合うことにより結合するという単純な吸着
安定化する共有結合という吸着様式もカリウムなど他の
様式だけでなく、お互いの電子を共有することで安定化
アルカリ金属においてはみられない大きな特徴であるこ
する共有結合という吸着様式もカリウムなど他のアルカ
とが
X 線吸収微細構造、X 線顕微鏡、分子軌道法などの
リ金属においてはみられない大きな特徴であることが
X
理論計算によって明らかにされており
[4]、福島におい
線吸収微細構造、X 線顕微鏡、分子軌道法などの理論計
ては極めて安定に風化黒雲母などの土壌微粒子に捕捉さ
算によって明らかにされており[4]、福島においては極め
れているということが分かります。最後に、水に不溶な
て安定に風化黒雲母などの土壌微粒子に捕捉されている
セシウム微粒子は、事故時に放出されたセシウムの全体
ということが分かります。最後に、水に不溶なセシウム
から見れば少ない量であることが推定されていますが、
微粒子は、事故時に放出されたセシウムの全体から見れ
土壌に吸着しているというより、ガラスのようなものの
ば少ない量であることが推定されていますが、土壌に吸
着しているというより、ガラスのようなものの中に含ま
中に含まれている可能性が指摘されており、実際に環境
れている可能性が指摘されており、実際に環境中にどの
中にどのくらいの量存在するのか、さらには拡散の可能
くらいの量存在するのか、さらには拡散の可能性、処分
性、処分の方法など、現在様々な詳細な研究を続けてい
の方法など、現在様々な詳細な研究を続けています。
ます。
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の減衰を考慮し、得られた知見を基に減容化のための新
ムの減衰を考慮し、得られた知見を基に減容化のための

しい技術開発も検討しています。図 3 3は、減容化法を考
新しい技術開発も検討しています。図
は、減容化法を
える上でのスキームの例です。風化黒雲母など粘土が主
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な吸着種である指定廃棄物の減容化を考えたとき、その
粒径は１ミクロン以下である事が多く、粒度別に分画す
の粒径は１ミクロン以下である事が多く、粒度別に分画
ることが極めて有効であると考えられます（図 3 A.）
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。
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を利用して取り出すことで、放射性セシウムは粒子に吸
を利用して取り出すことで、放射性セシウムは粒子に吸
着したままで、効果的な減容を期待することができます。
着したままで、効果的な減容を期待することができます。
ただし、細粒の風化黒雲母がもっと大きな粒径の物質に
ただし、細粒の風化黒雲母がもっと大きな粒径の物質に
取り込まれ、別の分画に取り込まれている可能性も実際
取り込まれ、別の分画に取り込まれている可能性も実際
の分離作業で確認されており、これについては現在検討
の分離作業で確認されており、これについては現在検討
が必要であると考えています。次に、さらに減容化が必
が必要であると考えています。次に、さらに減容化が必
要な場合、化学的な方法による除染から減容化を行う事
要な場合、化学的な方法による除染から減容化を行う事
などが考えられます。それには、風化黒雲母など粘土の
主な吸着種である指定廃棄物の減容化を考えたとき、そ

図  風化黒雲母など粘土除去を想定した減容化に向け
た判断スキーム
（注）廃棄物には様々な成分が含まれており、様々な減
容化が考えられるが、本スキームは、粘土などが主な吸
着種である土壌系での減容化を想定したものである。
㻌

吸着サイトを想定した方法で検討が有効であると考えて
吸着サイトを想定した方法で検討が有効であると考えて
います。まず、図
B.として、2．の水洗浄、3.
います。まず、図33B.
として、2. の水洗浄、3.のセシ
のセシ
ウムと類似したカリウムなどを用いるイオン交換法など
ウムと類似したカリウムなどを用いるイオン交換法など
が考えられます。これらの方法は、土壌などに優しい方
が考えられます。これらの方法は、土壌などに優しい方
法で、材料を変質させることもなく、除染がうまくいけ
法で、材料を変質させることもなく、除染がうまくいけ
ば、原理的には元の場所に戻すような再利用も考えられ
ば、原理的には元の場所に戻すような再利用も考えられ
ます。しかしながら、これらの方法は、事故から数年が
ます。しかしながら、これらの方法は、事故から数年が
経過した土壌においては、効果が薄いことも知られてお
経過した土壌においては、効果が薄いことも知られてお
ります。そこで、4．の酸や濃度の高い塩を用いる化学処
ります。そこで、4. の酸や濃度の高い塩を用いる化学処
理法が次に考えられます。特に我々のグループでは、濃
理法が次に考えられます。特に我々のグループでは、濃
度の濃い塩を用いる方法で、(2)で紹介した層を閉じるこ
度の濃い塩を用いる方法で、（2）で紹介した層を閉じる
とで安定化したときと逆の反応を利用して、層を開くこ
ことで安定化したときと逆の反応を利用して、層を開く
とで放射性セシウムを取り出すという新しい方法を開発
ことで放射性セシウムを取り出すという新しい方法を開
しています。これによれば、これまで酸による方法でも
発しています。これによれば、これまで酸による方法で
30％程度の除染効率しかなかったものが、80% 近い効率
も 30％程度の除染効率しかなかったものが、80% 近い
で除染が可能になることが分かっています。この方法で
効率で除染が可能になることが分かっています。この方
も難しい場合は、熱をかけて粘土などを溶かす方法が考
法でも難しい場合は、熱をかけて粘土などを溶かす方法
えられます。この方法は、非常にコストのかかる方法で
が考えられます。この方法は、非常にコストのかかる方
はあり、実現にはまだ障害がありますが、そのコストの
法ではあり、実現にはまだ障害がありますが、そのコス
一番の問題である加熱温度を劇的に下げる新しい技術開
トの一番の問題である加熱温度を劇的に下げる新しい技
発を実施しており、これまでの報告されている温度の半
術開発を実施しており、これまでの報告されている温度
分程度の温度で
100% 近い除染効率が得られつつありま
の半分程度の温度で 100% 近い除染効率が得られつつあ
す。

などが考えられます。それには、風化黒雲母など粘土の
ります。
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図 層状構造を持つ雲母類粘土鉱物と水に溶けたセシウムイオンのイオン交換反応
雲母類粘土鉱物はシリコン、アルミ、酸素、水素から構成される層の間にカリウムイオンなどが挟まった層状の構造を取ります。環
境中の水に溶けたセシウムイオンは、雲母類粘土鉱物のカリウムイオンとイオン交換反応を起こし、放射性セシウムが粘土鉱物に吸
着されると考えられています。


図 雲母類粘土鉱物（白雲母、鉄雲母、金雲母）によるセシウム吸着エネルギーと吸着過程の例
 D 雲母類粘土鉱物のうち、白雲母、鉄雲母、金雲母について、第一原理計算手法を用いて、セシウムの吸着エネルギーを評価した
結果です。セシウムの吸着数が増えるほど吸着エネルギーが減少していることがわかります（減少するとより吸着しやすくなること
を意味します。詳しくは本文参照。
）
。 E 評価した吸着過程の例（左図（D）にて吸着セシウム個数が  個の場合）です。
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下した放射性セシウムは主にイオンとして水に溶けた形

発電所の事故により、放射性元素が環境中に放出されま
 2011 年 3 月に起こった東京電力（株）福島第一原子力

として、粘土鉱物に本来存在していたカリウムイオンな
下した放射性セシウムは主にイオンとして水に溶けた形
どとイオン交換反応を起こすことによって吸着したと考
として、粘土鉱物に本来存在していたカリウムイオンな
えられていますが（図 1）、効率的かつ経済的な減容化手
どとイオン交換反応を起こすことによって吸着したと考
法の開発のためには、原子レベルの確かな知見が求めら
えられていますが（図
1）
、効率的かつ経済的な減容化手
れています。
法の開発のためには、原子レベルの確かな知見が求めら
これまで、地表に降下した放射性セシウムは広く一様
れています。
に薄く分布するものと考えられ、土壌中の様々な粘土粒
これまで、地表に降下した放射性セシウムは広く一様
子に吸着しているものと考えられてきました。しかし、
に薄く分布するものと考えられ、土壌中の様々な粘土粒
最近の研究によると、放射性セシウムは特定の雲母類粘
子に吸着しているものと考えられてきました。しかし、
土鉱物に集中して吸着していることが分かってきました
最近の研究によると、放射性セシウムは特定の雲母類粘
[2]。また、最近の実験によると、水中でのセシウム濃度
土鉱物に集中して吸着していることが分かってきました
が高い場合、雲母類粘土鉱物は、特異な吸着挙動を示す
[2]。また、最近の実験によると、水中でのセシウム濃度
ことが報告されています [3]。雲母類粘土鉱物は、層状
が高い場合、雲母類粘土鉱物は、特異な吸着挙動を示す
構造を有しており、層と層の間にセシウムが吸着するこ
ことが報告されています[3]。雲母類粘土鉱物は、層状構
とが知られていますが（図 1）
、全ての層間に広く均一に
造を有しており、層と層の間にセシウムが吸着すること
吸着するのではなく、幾つかの層を選んで連続して吸着
が知られていますが（図 1）
、全ての層間に広く均一に吸
することが分かってきました（図 3）。実験は、実際の福
着するのではなく、幾つかの層を選んで連続して吸着す
島土壌に含まれている放射性セシウムの濃度よりも高濃
ることが分かってきました（図 3）
。実験は、実際の福島
度な条件の下で実施されましたが、特異な吸着挙動を示
土壌に含まれている放射性セシウムの濃度よりも高濃度

した。放出された放射性元素の中でも、放射性セシウム
発電所の事故により、放射性元素が環境中に放出されま
134Cs と 137Cs）は地表に広範囲に降下しましたが、
（主に
した。放出された放射性元素の中でも、放射性セシウム

134Cs と 137Cs）
Cs の半減期は約
30 は地表に広範囲に降下しましたが、
年と長く、土壌粒子に強く吸着さ
（主に
137Cs の半減期は約 30 年と長く、土壌粒子に強く吸着さ
れるという性質から、環境への影響が将来どうなるかに
ついて懸念されています。事実、事故から約
4 年経った
れるという性質から、環境への影響が将来どうなるかに
137Cs の殆どは地表から 10cm 以内に留まっ
現在でも、
ついて懸念されています。事実、事故から約 4 年経った
ていることが知られており、住民の被ばくを低減するた
現在でも、137Cs の殆どは地表から 10cm 以内に留まって
め、表土を剥ぐ方法等の除染によって実際に空間線量率
いることが知られており、住民の被ばくを低減するため、
の低下に成功しています。しかし、除染により発生した
表土を剥ぐ方法等の除染によって実際に空間線量率の低
除去土壌は膨大な量となり、2,200
万 m3 にも上ると試
下に成功しています。しかし、除染により発生した除去
算され
[1]、除去土壌の減容化が新たな取り組むべき課
土壌は膨大な量となり、
2,200万㎥にも上ると試算され[1]、
題としてクローズアップされています。
除去土壌の減容化が新たな取り組むべき課題としてクロ
ーズアップされています。
(1)
粘土鉱物へのセシウム吸着過程
 粘土鉱物へのセシウム吸着過程
これまでの研究により、放射性セシウムは土壌中の粘
これまでの研究により、放射性セシウムは土壌中の粘
土鉱物に吸着していることが知られていますが、より詳
土鉱物に吸着していることが知られていますが、より詳
細に、粘土鉱物のどこにどのように吸着しているのか、
細に、粘土鉱物のどこにどのように吸着しているのか、
原子レベルの詳細な知見は得られていません。地表に降
原子レベルの詳細な知見は得られていません。地表に降
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図 特異な吸着挙動の機構とその結果起こること
計算結果（図２）から、実験で観測された特異な吸着挙動はセシウムとカリウムのイオン半径の違いに起因することがわかりました。
セシウムのイオン半径はカリウムのものより大きいため、連続的吸着により雲母類粘土鉱物の層間が広がり、セシウムに丁度良い大
きさとなるために、同一層への集中的な吸着が実現すると考えられます。

す雲母類粘土鉱物の一つの重要な実験事実として注目さ

な条件の下で実施されましたが、特異な吸着挙動を示す
れ、その吸着のメカニズムの解明が求められていました。
雲母類粘土鉱物の一つの重要な実験事実として注目され、
そこで、私たちは雲母類粘土鉱物をスーパーコンピュー
その吸着のメカニズムの解明が求められていました。そ
ター上でモデル化し、特異な吸着挙動を示した実験条件
こで、私たちは雲母類粘土鉱物をスーパーコンピュータ
を模擬し、セシウムの層間における連続する吸着挙動に
ー上でモデル化し、特異な吸着挙動を示した実験条件を
対して、第一原理計算手法と呼ばれる高精度な計算手法
模擬し、セシウムの層間における連続する吸着挙動に対
を用いて、セシウムの吸着エネルギーを評価しました。
して、第一原理計算手法と呼ばれる高精度な計算手法を
用いて、セシウムの吸着エネルギーを評価しました。
(2) 吸着挙動の解析評価結果
 吸着挙動の解析評価結果
図 2 に吸着エネルギーの計算結果を示します。雲母類
図 2 に吸着エネルギーの計算結果を示します。雲母類
粘土鉱物としては、白雲母、鉄雲母、金雲母に対し、各々、
粘土鉱物としては、白雲母、鉄雲母、金雲母に対し、各々、
吸着エネルギーを評価し、図 2（b）に吸着セシウム個数
吸着エネルギーを評価し、図 2（b）に吸着セシウム個数
とイオン交換反応の関係を示しました。図 2（a）から、
とイオン交換反応の関係を示しました。図 2（a）から、
イオン交換によって吸着されたセシウムの個数が増えれ
イオン交換によって吸着されたセシウムの個数が増えれ
ば増えるほど、イオン交換に必要なエネルギーが低くな
ば増えるほど、イオン交換に必要なエネルギーが低くな
ることがわかります。吸着エネルギーが低いほど吸着し
ることがわかります。吸着エネルギーが低いほど吸着し
やすいことを表しますので、雲母類粘土鉱物はセシウム
やすいことを表しますので、雲母類粘土鉱物はセシウム
を吸着すればするほど、更にセシウムを吸着しやすくな
を吸着すればするほど,更にセシウムを吸着しやすくなる
ることが分かります。
ことが分かります。
では、なぜ、このような傾向が表れるのでしょうか。
では、なぜ、このような傾向が表れるのでしょうか。
私たちは、イオンと雲母類粘土鉱物の簡単なモデルを構
私たちは、イオンと雲母類粘土鉱物の簡単なモデルを構
築し、その原因がイオン半径と層間距離の関係にあるこ
築し、その原因がイオン半径と層間距離の関係にあるこ
とを明らかにしました（詳細は参考文献を参照）
。図 3
とを明らかにしました（詳細は参考文献を参照）
。図
に
に示したように、セシウムのイオン半径は、本来、雲母
示したように、セシウムのイオン半径は、本来、雲母類
類粘土鉱物に存在していたカリウムのイオン半径よりも
粘土鉱物に存在していたカリウムのイオン半径よりも大
大きいため、最初は層間に入り込むために余分なエネル
きいため、最初は層間に入り込むために余分なエネルギ
ギーが必要です。しかし、次々とセシウムが層間に入り
ーが必要です。しかし、次々とセシウムが層間に入り込
込んでいくと、層間距離がセシウムのイオン半径に適し

た長さになっていきます。このような過程を経ると、そ

んでいくと、層間距離がセシウムのイオン半径に適した
の層はセシウムを吸着しやすい層になると考えられま
長さになっていきます。このような過程を経ると、その
す。このような吸着機構によって、観察や実験で見られ
層はセシウムを吸着しやすい層になると考えられます。
たように、雲母類粘土鉱物では、複数の層に跨り、均一
このような吸着機構によって、観察や実験で見られたよ
に吸着するのではなく、一部の層にのみまとまって吸着
うに、雲母類粘土鉱物では、複数の層に跨り、均一に吸
する理由が分かったのです。
着するのではなく、一部の層にのみまとまって吸着する
理由が分かったのです。
(3) まとめと今後の課題
 まとめと今後の課題
このように、粘土鉱物とセシウムイオンのイオン交換
このように、粘土鉱物とセシウムイオンのイオン交換
反応をスーパーコンピューター上でモデル化し、第一原
反応をスーパーコンピューター上でモデル化し、第一原
理計算手法を用いて吸着エネルギーを評価することによ
理計算手法を用いて吸着エネルギーを評価することによ
り、実験で観測されたセシウムの特異な吸着挙動を説明
り、実験で観測されたセシウムの特異な吸着挙動を説明
することができました。この結果は、未だ謎の多い放射
することができました。この結果は、未だ謎の多い放射
性セシウムの土壌による吸着現象の一端を明らかにした
性セシウムの土壌による吸着現象の一端を明らかにした
ものですが、このような知見を積み重ねることによって、
ものですが、このような知見を積み重ねることによって、
福島土壌における放射性セシウムの吸着の全容を明らか
福島土壌における放射性セシウムの吸着の全容を明らか
にできるものと期待されます。福島で現在問題となって
にできるものと期待されます。福島で現在問題となって
いる多量の除去土壌の貯蔵管理や減容化処理に関わる研
いる多量の除去土壌の貯蔵管理や減容化処理に関わる研
究開発は喫緊の課題です。しかし、これらの課題に取り
究開発は喫緊の課題です。しかし、これらの課題に取り
組むためには、基礎的な研究を積み重ね、放射性セシウ
組むためには、基礎的な研究を積み重ね、放射性セシウ
ムの吸着状態を根本から明らかにすることが有用である
ムの吸着状態を根本から明らかにすることが有用である
と考えられます。特に、観察や実験だけでは明らかにす
と考えられます。特に、観察や実験だけでは明らかにす
ることが難しい吸着の機構などについては、最新の計算
ることが難しい吸着の機構などについては、最新の計算
科学を援用することにより、理解が深まると考えていま
科学を援用することにより、理解が深まると考えていま
す。今後は、より現実的な状況をモデル化し、福島土壌
す。今後は、より現実的な状況をモデル化し、福島土壌
における放射性セシウム吸着の謎を解明していくことを
における放射性セシウム吸着の謎を解明していくことを
目標にします。
目標にします。
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   被ばく評価  
9-1 ⑴ 被ばく評価

―個人線量評価に関する研究への取り組みについて―
福島環境安全センター
斎藤 公明
― 個人線量評価に関する研究への取り組みについて
―

福島環境安全センター

す。

 統計的な被ばく線量評価
統計的な被ばく線量評価
 (1)
 空間線量率に基づきより正確な線量評価を行うため
空間線量率に基づきより正確な線量評価を行うため
に、個人の生活行動パターンを詳細に調査しこれを線量
に、個人の生活行動パターンを詳細に調査しこれを線量
評価に活かす取り組みを行ってきました。
年  月ま
評価に活かす取り組みを行ってきました。2015
年8月
でに福島県の  市町村に在住の延べ約  名の方の協力
までに福島県の 9 市町村に在住の延べ約 500 名の方の協
をいただき、生活習慣データを聞き取り調査した結果を
力をいただき、生活習慣データを聞き取り調査した結果
参考に空間線量率データから被ばく線量率を推定すると
を参考に空間線量率データから被ばく線量率を推定する
ともに、個人にポケット線量計を所持していただき測定
した個人線量の値と推定値との比較を行いました。
とともに、個人にポケット線量計を所持していただき測
 福島市内での測定対象者を、福島市役所、福島市老人
定した個人線量の値と推定値との比較を行いました。
クラブ、福島県建設業協会、-$
ふくしまの４グループに
福島市内での測定対象者を、福島市役所、福島市老人
分類し、それぞれのグループ毎に解析を行いました。屋
クラブ、福島県建設業協会、JA ふくしまの４グループ
外の滞在時間は市役所や老人クラブでは少なく、特に市
に分類し、それぞれのグループ毎に解析を行いました。
役所では平均で１日
 時間以下でした。老人クラブは平
屋外の滞在時間は市役所や老人クラブでは少なく、特に
均で１日２時間屋外に滞在していました。一方、建設業
市役所では平均で 1 日 1 時間以下でした。老人クラブは
者及び-$に属する住民の屋外での平均生活時間はそれぞ
平均で 1 日 2 時間屋外に滞在していました。一方、建設
れ業者及び
 年 JA
月から
 年  月まで１年間の調査で 
に属する住民の屋外での平均生活時間はそ
時間と
2012
時間でした。グループ毎に推定した個人線量
れぞれ
年 2 月から 2013 年 1 月まで 1 年間の調査
の分布は対数正規分布に近い形を示しました。屋外での
で 7.6 時間と 6.9 時間でした。グループ毎に推定した個
生活時間を反映して、建設業者及び -$ の被ばく線量は高
人線量の分布は対数正規分布に近い形を示しました。屋
めの値を示しました。
外での生活時間を反映して、建設業者及び JA の被ばく
 個人線量計を用いた線量測定結果との比較によれば、
線量は高めの値を示しました。
屋内での活動が中心となる市役所等の協力者の個人線量
個人線量計を用いた線量測定結果との比較によれば、
分布はうまく再現することができましたが、屋外で活動
屋内での活動が中心となる市役所等の協力者の個人線量
するグループ特に建設業協会の個人線量分布に関しては
分布はうまく再現することができましたが、屋外で活動
傾向の違いが見られました（図１）
。屋外作業者の被ばく
するグループ特に建設業協会の個人線量分布に関しては
状況についてはより詳細な調査が必要であることが示唆
傾向の違いが見られました（図 1）
。屋外作業者の被ばく
されました。
状況についてはより詳細な調査が必要であることが示唆
されました。
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被ばく線量は住民の避難や帰還、除染等の放射線防
に関する対策の判断基準として用いられると共に、住民
護に関する対策の判断基準として用いられると共に、住
の方々が将来の生活を計画するための基本となる重要な
民の方々が将来の生活を計画するための基本となる重要
情報です。東京電力福島第一原子力発電所事故（1F 事
な情報です。東京電力福島第一原子力発電所事故
) 事
故）においては、食品等に関する規制が迅速にとられた
故ことから、内部被ばくに比べて外部被ばくが重要である
においては、食品等に関する規制が迅速にとられたこ
とから、内部被ばくに比べて外部被ばくが重要であると
と考えられてきました。外部被ばく線量評価法は（a）空
考えられてきました。外部被ばく線量評価法は D 空間
間線量率（あるいはその元となる放射性核種沈着量）か
線量率（あるいはその元となる放射性核種沈着量）から
ら推定する方法、
（b）個人線量計を用いた測定による方
推定する方法、 E 個人線量計を用いた測定による方法、
法、に大別されます。
（a）により得られる線量は一般的
に大別されます。 D により得られる線量は一般的に精度
に精度が高くないことから、国では（b）により得られる
が高くないことから、国では E により得られるデータに
データに重点を置く方針を提示してきました。一方、
（b）
重点を置く方針を提示してきました。一方、 E では将来
では将来を見越した被ばく線量評価に使えない等の問題
を見越した被ばく線量評価に使えない等の問題点もあり、
点もあり、
（a）もふくめて総合的に被ばく線量評価の研
D もふくめて総合的に被ばく線量評価の研究を進める
究を進める必要があります。原子力機構は、被ばく線量
必要があります。原子力機構は、被ばく線量評価に関わ
評価に関わる様々な研究を実施してきました。ここでは、
る様々な研究を実施してきました。ここでは、外部被ば
外部被ばくに関連した研究についてまとめて紹介しま
くに関連した研究についてまとめて紹介します。


 このように生活行動パターンを詳細に調査し、対応
このように生活行動パターンを詳細に調査し、対応し
した場所に対応する空間線量率データを適切に使用して
た場所に対応する空間線量率データを適切に使用して評

評価を行うことで、空間線量率に基づいて推定した被ば
価を行うことで、空間線量率に基づいて推定した被ばく
く線量分布の精度を大きく改善できることがわかりまし
線量分布の精度を大きく改善できることがわかりまし
た。た。

累積度数

被ばく線量は住民の避難や帰還、除染等の放射線防護

斎藤 公明

0.4

実測値

0.2
0

評価値
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20

1日あたりの個人線量（μSv）

0.4

実測値

0.2
0

評価値
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20

1日あたりの個人線量（μSv）


図 統計的に推定した被ばく線量の分布と実測値との比較の例
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9-1 ⑵


被ばく
評価

 &V 汚染土壌の摂取による被ばく線量の評価
― 137Cs 汚染土壌の摂取による被ばく線量の評価 ―

―砂場で遊ぶとどのくらい内部被ばくを受ける可能性があるのか―
安全研究センター 放射線安全・防災研究グループ 高原 省五、石﨑 梓、飯島 正史
安全研究センター 放射線安全・防災研究グループ 高原 省五、石﨑 梓、飯島 正史
京都大学大学院 池上 麻衣子、米田 稔、近藤 均、島田 洋子、松井 康人
京都大学大学院 池上 麻衣子、米田 稔、近藤 均、島田 洋子、松井 康人
放射性物質の経口摂取を通じて生じる内部被ばくは、

 放射性物質の経口摂取を通じて生じる内部被ばくは、
社会的関心の高い被ばく経路の一つとなっています。こ
社会的関心の高い被ばく経路の一つとなっています。こ
の経路からの被ばくは、放射性物質で汚染された飲食物
の経路からの被ばくは、放射性物質で汚染された飲食物
の摂取のほかに、土壌の摂取によっても生ずる可能性が
の摂取のほかに、土壌の摂取によっても生ずる可能性が
あります。特に、屋外で子供が遊ぶ場合など、不注意に
あります。特に、屋外で子供が遊ぶ場合など、不注意に
よって土壌を摂取することが考えられることから、子供
よって土壌を摂取することが考えられることから、子供
を持つ住民の不安感を払拭するためにもこのような被ば
を持つ住民の不安感を払拭するためにもこのような被ば
く経路からの線量について情報提供することが求められ
く経路からの線量について情報提供することが求められ
ています。
ています。
土壌の直接摂取による被ばく線量を評価するために
土壌の直接摂取による被ばく線量を評価するためには、
は、
（i）どのくらい土壌を摂取するのか（摂取量）、
（ii）
（i）どのくらい土壌を摂取するのか（摂取量）
、
（ii）どの
どのくらいの頻度で摂取するのか（摂取頻度）
、そして最
くらいの頻度で摂取するのか（摂取頻度）
、そして最後に、
後に、（iii）摂取した放射性物質のうち人体に吸収される
（iii）摂取した放射性物質のうち人体に吸収される割合は
割合はどのくらいなのか（吸収率）を明らかにしなけれ
どのくらいなのか（吸収率）を明らかにしなければなり
ばなりません。これらのうち、土壌の摂食量及び摂食頻
ません。これらのうち、土壌の摂食量及び摂食頻度につ
度については、重金属等で汚染された土壌から公衆を防
いては、重金属等で汚染された土壌から公衆を防護する
護するために定められた国の報告書 [1] に勧告値が記載
ために定められた国の報告書>@に勧告値が記載されて
されています。しかし、放射性セシウム汚染土壌からの
います。しかし、放射性セシウム汚染土壌からの吸収率
吸収率について、日本の土壌を用いてこれを評価した事
について、日本の土壌を用いてこれを評価した事例は知
例は知られていませんでした。
られていませんでした。
そこで、本研究では、土壌の直接摂取による被ばくの
そこで、本研究では、土壌の直接摂取による被ばくの
程度を明らかにするために、2 つのことを実施しました。
程度を明らかにするために、2 つのことを実施しました。
第一に、消化器系を模擬した実験を行い、放射性セシウ
第一に、消化器系を模擬した実験を行い、放射性セシウ
ム汚染土壌からの人体における吸収率を評価しました。
ム汚染土壌からの人体における吸収率を評価しました。
第二に、この吸収率と国の勧告をもとに、不注意により
第二に、この吸収率と国の勧告をもとに、不注意により
子供が放射性セシウムで汚染された土壌を摂取したこと
子供が放射性セシウムで汚染された土壌を摂取したこと
を想定して被ばく線量を評価しました。
を想定して被ばく線量を評価しました。

液比）が重要になります。ここでは、PBET で標準的な
値として固液比を
1%PBET
にして実験を行いました。
なります。
ここでは、
で標準的な値として固液比を
1%にして実験を行いました。
また、実験には、福島県伊達市霊山こども村内の未除

また、実験には、福島県伊達市霊山こども村内の未除
染地点において、2014
年 9 月に採取した土壌試料を用
染地点において、2014
年 9 月に採取した土壌試料を用い
いました。表面土壌をおよそ
1-5 cm の深さで採取して
ました。
表面土壌をおよそ
1
–5
cm
の深さで採取して十分
十分に乾燥させた後、100μm のふるいで
6 時間振とう
に乾燥させた後、
100 μm のふるいで6 時間振とうして100
して 100μm 未満の土壌試料としました。これは、手に
μm
未満の土壌試料としました。
これは、
手に付着する土
付着する土壌粒子の大きさが
100μm
未満で支配的であ
壌粒子の大きさが100
μm未満で支配的であるとの報告に
るとの報告に基づいています
[4]。土壌試料中に含まれ
137
基づいています>@。
土壌試料中に含まれる
Cs 濃度の
137
る Cs 濃度の測定結果を表 1 に示します。分級によっ
測定結果を表
1
に示します。分級によって粒径の小さな
て粒径の小さな粒子が集まることで、質量当たりの放射
粒子が集まることで、質量当たりの放射能が高くなるの
能が高くなるので、線量評価においてはこの濃度の上昇
で、線量評価においてはこの濃度の上昇を考慮する必要
を考慮する必要があります。
があります。
生理学的抽出実験の結果を図 1 に示します。胃での吸
生理学的抽出実験の結果を図 1 に示します。胃での吸
収率は 7.8% ± 0.7%、小腸での吸収率は 5.4% ± 1.0%
収率は 7.8% ± 0.7%、小腸での吸収率は 5.4% ± 1.0%とな
となりました。過去に、他国の土壌試料に対して、他の
りました。過去に、他国の土壌試料に対して、他の生体
生体内実験又は生体外実験が行われた結果によると、人
内実験又は生体外実験が行われた結果によると、人体で
体での吸収はおよそ数 % から十数 % の範囲となってお
の吸収はおよそ数%から十数%の範囲となっており、本研
り、本研究に近い結果となっていました。
究に近い結果となっていました。
表  土壌試料中の &V 濃度の測定結果
土壌粒子をふるいに掛けて粒径の小さな粒子を集めると、土
壌質量当たりの表面積が大きくなるので、セシウムの吸着面
が大きくなることによって、分級前（$）よりも分級後（%）
の方が試料中の濃度が高くなります。
試料㻌

㻌 㻔㻮㼝㻛㻌㼗㼓㻕㻔㻞㻕㻌
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㻝㻠㻑㻌

㻞㻚㻡㻌

㻢㻣㻘㻟㻜㻜㻌

㻝㻣㻠㻘㻜㻜㻜㻌

㻡㻚㻜㻌

㻝㻟㻑㻌

㻞㻚㻢㻌

㻠㻌
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㻡㻚㻝㻌

㻝㻟㻑㻌

㻞㻚㻣㻌

㻡㻌

㻟㻣㻘㻠㻜㻜㻌

㻥㻤㻘㻢㻜㻜㻌

㻡㻚㻝㻌

㻝㻡㻑㻌

㻞㻚㻢㻌

㻢㻌

㻟㻞㻘㻡㻜㻜㻌

㻢㻢㻘㻣㻜㻜㻌

㻡㻚㻞㻌

㻝㻠㻑㻌

㻞㻚㻝㻌

番号

㻭㻌

㻮㻌

分級前㻌

分級後㻔㻟㻕㻌

㻝㻌

㻡㻝㻘㻤㻜㻜㻌

である生理学的抽出実験
（PBET）を行いました [2,3]。
ある生理学的抽出実験（PBET）を行いました>@。

㻞㻌

PBET では、胃と小腸での消化・吸収を再現するために、
では、胃と小腸での消化・吸収を再現するために、
PBET
酵素等を用いて胃と小腸の模擬消化液を作成します。人
酵素等を用いて胃と小腸の模擬消化液を作成します。人
工胃液は、
純水11LLにペプシン
にペプシン1.25
1.25 g、
g、
クエン酸水和物0.5
0.5
工胃液は、
純水
クエン酸水和物
g、リンゴ酸
0.5
g、乳酸
0.42
ml、酢酸
0.5
ml
を加えて作
g、リンゴ酸 0.5
0.42 ml、酢酸 0.5 ml を加えて
成しました。ここで、人工胃液の pH が低くなるほど吸収
作成しました。ここで、人工胃液の
pH が低くなるほど
率は高くなると報告されているので、保守的な評価とな
吸収率は高くなると報告されているので、保守的な評価
るように胃液のpH は1.3
に調整しました。
となるように胃液の
pH （
は空腹時想定）
1.3（空腹時想定）
に調整しま
人工胃液を加えた試料を
37℃で
1
時間、100
rpm で振と
した。人工胃液を加えた試料を 37℃で 1 時間、100
rpm
うした後、小腸での消化を模擬するため、透析膜セルロ
で振とうした後、小腸での消化を模擬するため、透析膜
ースチューブに炭酸水素ナトリウムと脱イオン水を加え
セルロースチューブに炭酸水素ナトリウムと脱イオン
て pH を 7 に調整し、胆汁末 1.75 mg/mL とパンクレアチ
水を加えて pH を 7 に調整し、胆汁末 1.75 mg/mL とパ
ン 0.5 mg/mL を加えて 4 時間静置しました。その後、3000
ンクレアチン 0.5 mg/mL を加えて 4 時間静置しました。
rpmで10分間遠心分離し、
シリンジフィルター
（0.45 μm）
その後、3000 rpm で 10 分間遠心分離し、シリンジフィ
で濾過して PBET 抽出液としました。また、抽出実験で
ルター（0.45 μ m）で濾過して PBET 抽出液としました。
は、消化液とそこに入れる試料の比（固液比）が重要に

㻟㻌

(1) 人体を模擬した抽出実験
人体を模擬した抽出実験
本研究では、胃及び小腸を模擬した抽出実験の一つ
本研究では、胃及び小腸を模擬した抽出実験の一つで

また、抽出実験では、消化液とそこに入れる試料の比（固
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土壌中 㻝㻟㻣㻯㼟 濃度㻌

㻔１㻕

㻌

㻔㻝㻕㻌 試料は全て未除染地点で採取した。㻔㻞㻕㻌 乾土に対する濃度、なお、測
定結果は土壌採取日時（㻞㻜㻝㻠年㻥月㻝㻝日）の値に補正してあります。㻘㻌㻔㻞㻕㻌
㻝㻜㻜㻌 μm のふるいで分級した後の値。

 汚染土壌の直接摂取による被ばく線量の評価
(2)
汚染土壌の直接摂取による被ばく線量の評価

本研究によって得られた吸収率を用いて、
子供
（1
本研究によって得られた吸収率を用いて、
子供
（1歳児）
歳児）
に対する汚染土壌の直接摂取による被ばく線量を評価し
に対する汚染土壌の直接摂取による被ばく線量を評価し
ました。汚染土壌を摂取して被ばくに至るシナリオとし
ました。汚染土壌を摂取して被ばくに至るシナリオとし
て、子供の手に付着した汚染土壌を不注意によりそのま
て、子供の手に付着した汚染土壌を不注意によりそのま
ま経口摂取するというシナリオを想定しました。
ま経口摂取するというシナリオを想定しました。

東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、1F 事故）

に対して 1.6×10-8（Sv/Bq）であり 137Cs とほぼ同程度で

ばく線量 Dsoil は次の式で評価できます：
10%
10%

㻝㻜㻜㻝㻜㻜
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胃と小腸を模擬した消化液での汚染土壌からの抽出実験
胃と小腸を模擬した消化液での汚染土壌からの抽出実験
（生理 子供の手に付着した汚染土壌を誤ってそのまま摂取することを
子供の手に付着した汚染土壌を誤ってそのまま摂取することを
図 胃及び小腸での生理学的抽出実験の結果（生理
図  汚染土壌の直接摂取による被ばく線量評価の結果
学的抽出実験）
の結果。
胃での吸収率は
±、
小腸で 子供の手に付着した汚染土壌を誤ってそのまま摂取することを
学的抽出実験）
の結果。
胃での吸収率は
±、
小腸で
想定した評価結果です。
伊達市の平均的な汚染濃度の土壌を、
想定した評価結果です。
伊達市の平均的な汚染濃度の土壌を、
毎毎
胃と小腸を模擬した消化液での汚染土壌からの抽出実験
（生理
の吸収率は
の吸収率は
±となりました。
±となりました。
この結果からもわかる
日 PJ
ずつ摂取した場合の線量を評価しました。評価では土
日
PJ
ずつ摂取した場合の線量を評価しました。評価では土
学的抽出実験）
の結果。胃での吸収率は この結果からもわかる
±、
小腸で
想定した評価結果です。
伊達市の平均的な汚染濃度の土壌を、毎
ように、汚染土壌を摂取しても、その土壌に付着している放射
ように、汚染土壌を摂取しても、その土壌に付着している放射
壌の細粒化に伴う高濃度化と人体での吸収率を考慮しました。
壌の細粒化に伴う高濃度化と人体での吸収率を考慮しました。
の吸収率は
±となりました。この結果からもわかる
日
PJ
ずつ摂取した場合の線量を評価しました。評価では土
性セシウムが全て吸収されるわけではありません。
性セシウムが全て吸収されるわけではありません。
ように、汚染土壌を摂取しても、その土壌に付着している放射
壌の細粒化に伴う高濃度化と人体での吸収率を考慮しました。
性セシウムが全て吸収されるわけではありません。
134 134

137 137
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し静電気の発生による衣服、身体等への付着を低減化す
ともに判定のアルゴリズムを整備したり、湿度を調整し
るなど、測定結果の信頼性向上に努めました
[3]。
静電気の発生による衣服、身体等への付着を低減化する
など、測定結果の信頼性向上に努めました[3]。
(5) 結果の報告と公開
 結果の報告と公開
「県民 WBC 調査」での測定結果はご本人へ通知するほ
 「県民 WBC 調査」での測定結果はご本人へ通知する
か ､ 福島県へも報告しています。福島県は、原子力機構
ほか､福島県へも報告しています。福島県は、原子力機構
が実施した結果も含めて、全体の結果を取りまとめ、ホー
が実施した結果も含めて、全体の結果を取りまとめ、ホ
ムページ等で定期的に公開しています [4]。
ームページ等で定期的に公開しています[4]。

た。そこで 2012 年 2 月以降の評価は､日常的な経口摂取
経口摂取を仮定した方法に切り替えました。すなわち、
を仮定した方法に切り替えました。すなわち、2011
年3
2011
年 3 月 12 日から測定日前日まで、毎日放射性セシ
月 12 日から測定日前日まで、毎日放射性セシウムを同量ず
ウムを同量ずつ経口摂取したと仮定した場合の当該１年
つ経口摂取したと仮定した場合の当該１年間の実効線量を
間の実効線量を評価しています。現在、市場に流通して
評価しています。現在、市場に流通している食品は事前
いる食品は事前に検査されておりますので、検出下限値
に検査されておりますので、検出下限値をわずかに上回
をわずかに上回る程度の測定結果が得られた場合は、市
る程度の測定結果が得られた場合は、市場を通さない経
場を通さない経路での摂取の可能性が高く、一時的な摂
路での摂取の可能性が高く、一時的な摂取と考えられま
取と考えられますが、保守的な評価方法として日常的摂
すが、保守的な評価方法として日常的摂取での評価が採
取での評価が採用されました。現在もこの評価方法を継
用されました。現在もこの評価方法を継続しています。
 分かりやすい説明
原子力機構は､この「県民 WBC 調査」において､実際に
(3) 分かりやすい説明
県民の皆様の体内放射能を測定するだけではなく､「内部
原子力機構は ､ この「県民 WBC 調査」において ､ 実
被ばく検査における Q&A」集の作成、受検者等を対象と
際に県民の皆様の体内放射能を測定するだけではなく ､
したコールセンターを設け電話相談を行ってきました。
「内部被ばく検査における Q&A」集の作成、受検者等を
また、福島県内の市町村、保健所等の WBC 検査技師の
対象としたコールセンターを設け電話相談を行ってきま
方々から寄せられる測定方法、装置の維持管理、測定結
した。また、福島県内の市町村、保健所等の WBC 検査
果の評価、通知・記録等に関する質問に対して技術的助
技師の方々から寄せられる測定方法、装置の維持管理、
言を行っています。
測定結果の評価、通知・記録等に関する質問に対して技
 測定技術の向上
術的助言を行っています。
また、原子力機構では、WBC 検査の信頼性を向上させ
るため種々の検討を実施してきました。原子力機構が所
(4)有している
測定技術の向上
WBC は、職業人として成人用に整備されて
また、原子力機構では、WBC
検査の信頼性を向上さ
いたことから、当初は４歳児未満の幼児の測定は困難で
続しています。

本研究には ､ 福島県保健福祉部からの受託研究「ホー

ルボディカウンター（WBC）検査による福島県民健康調

本研究には､福島県保健福祉部からの受託研究「ホール
ボディカウンター（WBC）検査による福島県民健康調査
支援業務」の成果の一部が含まれます。
注）一般公衆の方の内部被ばく線量は、成人について

は 50 年間、子供や幼児については 70 歳までの間に受け
注 一般公衆の方の内部被ばく線量は、成人について
る線量を総計した預託実効線量にて評価しますが，本項
は  年間、子供や幼児については  歳までの間に受け
では単に
「実効線量」と表記しました。
る線量を総計した預託実効線量にて評価しますが，本項
では単に「実効線量」と表記しました。
査支援業務」の成果の一部が含まれます。

せるため種々の検討を実施してきました。原子力機構が
所有している WBC は、職業人として成人用に整備され
表  原子力機構におけるホールボディカウンタ（:%&）による県民健康調査における測定結果

㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻞㻜㻝㻝 年度（㻞㻜㻝㻝 年 㻣 月～）㻌
㻞㻜㻝㻞 年度㻌
㻞㻜㻝㻟 年度㻌
㻞㻜㻝㻠 年度㻌
㻞㻜㻝㻡 年度 㻥 月末まで㻌
合計㻌

受検者数㻌
㻝㻤 歳未満㻌
㻝㻤 歳以上㻌
㻥㻘㻣㻟㻤㻌 㻌
㻠㻘㻤㻝㻜㻌 㻌
㻞㻜㻘㻥㻡㻡㻌 㻌
㻡㻘㻡㻠㻜㻌 㻌
㻝㻠㻘㻤㻢㻡㻌 㻌
㻡㻘㻤㻤㻤㻌 㻌
㻞㻝㻘㻟㻝㻜㻌 㻌
㻠㻞㻝㻌 㻌
㻣㻡㻞㻌
㻥㻢㻝㻌
㻢㻣㻘㻢㻞㻜㻌

㻝㻣㻘㻢㻞㻜㻌

実効線量㻌
総数㻌
㻝㻠㻘㻡㻠㻤㻌 㻌
㻞㻢㻘㻠㻥㻡㻌 㻌
㻞㻜㻘㻣㻡㻟㻌 㻌
㻞㻝㻘㻣㻟㻝㻌 㻌
㻝㻘㻣㻝㻟㻌
㻤㻡㻘㻞㻠㻜㻌

＜㻝㼙㻿㼢㻌
㻝㻠㻘㻡㻞㻡㻌 㻌
㻞㻢㻘㻠㻥㻡㻌 㻌
㻞㻜㻘㻣㻡㻟㻌 㻌
㻞㻝㻘㻣㻟㻝㻌 㻌
㻝㻘㻣㻝㻟㻌

≧㻝㼙㻿㼢㻌
㻞㻟㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌

㻤㻡㻘㻞㻝㻣㻌

㻞㻟㻌
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―平成  年度 国等への支援実績：概要・実績―
― 平成
26 年度
国等への支援：概要・実績
―
―平成
 年度
国等への支援実績：概要・実績―
  福島環境安全センター 環境回復推進グループ
         
川瀬 啓一、吉村 修一、北野
光昭、渡邊 雅範、寺川
友斗、菊池
 福島環境安全センター
環境回復推進グループ
   友斗、菊池
     四朗
環境回復推進グループ 川瀬
啓一、吉村
修一、北野
光昭、渡邊
雅範、寺川
四朗
川瀬 啓一、吉村 修一、北野 光昭、渡邊 雅範、寺川 友斗、菊池 四朗

福島環境安全センター

えられます。また、飯舘村いいたてホーム・いちばん館、
ばん館、飯舘村菊池製作所及び葛尾村役場周辺でも線量
飯舘村菊池製作所及び葛尾村役場周辺でも線量率の低下
えられます。また、飯舘村いいたてホーム・いちばん館、
率の低下割合が第
5 回調査以降に大きくなっており、同
除染活動に対する様々な技術支援を行っています。その
割合が第
 回調査以降に大きくなっており、
同様に本格除
除染活動に対する様々な技術支援を行っています。その
飯舘村菊池製作所及び葛尾村役場周辺でも線量率の低下
福島環境安全センターにおいて、環境省などが進める
様に本格除染の効果が現れていると考えられます。
活動内容について紹介します。
染の効果が現れていると考えられます。
活動内容について紹介します。
割合が第
 回調査以降に大きくなっており、同様に本格除
除染活動に対する様々な技術支援を行っています。その

染の効果が現れていると考えられます。
活動内容について紹介します。
(1) 除染効果の維持確認調査
除染効果の維持確認調査

環境省の要請により、除染作業後に除染の効果が維持
環境省の要請により、除染作業後に除染の効果が維持さ

 除染効果の維持確認調査
されているかどうかを調べるため、平成
23 年度に除染
れているかどうかを調べるため、
平成

年度に除染モデル

環境省の要請により、除染作業後に除染の効果が維持さ
モデル実証事業を実施した地区のうち、14
地区を対象
実証事業を実施した地区のうち、

地区を対象として空間

れているかどうかを調べるため、
平成
年度に除染モデル
として空間線量率の追跡調査を行いました。平成
26
年
線量率の追跡調査を行いました。平成
 年度は、 回の調

実証事業を実施した地区のうち、
 地区を対象として空間
度は、4
回の調査を実施
（第
6
回調査：平成
26
年
3
月
査を実施
（第

回調査
：
平成

年

月～
月、
第

回調査：

線量率の追跡調査を行いました。平成  年度は、 回の調
平成
（第
年 7月～
月、
第 26
回調査
平成7
年第
 月～
月、
～
4 月、
第
回調査
：
平成
年
月～
月、
第
8回調査：
回調査
：

査を実施
回調査
：
平成

年6：
月～
月、
第

回調査：平成

年

月～
月）し、除染直後及び平
平成26
9 月～月、
10第
月、第
9 回調査：平成
26 年 11
月
 
平成
年年
 月～
 回調査
：平成  年  月～
月、
第  回調査（ 年  月  日測定）
成
月）
年 
月に実施した第
 回調査の測定結果との比較を
し、除染直後及び平成
24 年 10 月に実施した

第～
 12
回調査：平成
 年  月～
月）し、除染直後及び平
第  回調査（ 年  月  日測定）
行いました。なお、第
 回調査では、対象地区を
 地区追
回調査の測定結果との比較を行いました。なお、第

成第
1 年
 月に実施した第
 回調査の測定結果との比較を
地区の調査を実施しました。
9加し、
回調査では、対象地区を
1 地区追加し、15 地区の調査

行いました。なお、第
 回調査では、対象地区を
 地区追
調査は、
事前に設定した定点での空間線量率の測定と歩
を実施しました。

加し、
地区の調査を実施しました。
行モニタリング
・
マッピング測定装置
（ガンマプロッタＨ）
調査は、事前に設定した定点での空間線量率の測定と

調査は、
事前に設定した定点での空間線量率の測定と歩
による歩行サーベイの
 つの方法で実施しました。

行モニタリング
・マッピング測定装置
（ガンマプロッタＨ）
歩行モニタリング・マッピング測定装置
（ガンマプロッ
定点測定の結果、
第 つの方法で実施しました。
回の調査時点で平均の空間線量率

による歩行サーベイの
タＨ）
による歩行サーベイの
2 つの方法で実施しました。
が最も高かったのは大熊町夫沢地区で
μSv/h、最も

定点測定の結果、第 9 回の調査時点で平均の空間線量率
定点測定の結果、第
回の調査時点で平均の空間線量率
低かったのは楢葉町南工業団地の μSv/h でした。図
 
が最も高かったのは大熊町夫沢地区で
が最も高かったのは大熊町夫沢地区でμSv/h、最も
12.8μSv/h、最も
第  回調査（ 年  月  日測定）

に示す通り、第

回調査の空間線量率を基準としたとき

低かったのは楢葉町南工業団地の
低かったのは楢葉町南工業団地のμSv/h
0.15μSv/hでした。図
でした。図
●<0.5μSv/h 㻌
●1.5～2.0μSv/h 㻌
の各地区の平均の空間線量率の推移は、
 地区全てで第 
第  回調査（ 年  月  日測定）

 1に示す通り、第
 回調査の空間線量率を基準としたとき
に示す通り、第
1 回調査の空間線量率を基準としたと
凡例㻌 ●0.5～1.0μSv/h 㻌 ●2.0～2.5μSv/h 㻌
回の調査以降連続して低下しており、除染の効果が維持さ
●<0.5μSv/h
㻌
●1.0～1.5μSv/h
㻌 ●1.5～2.0μSv/h

の各地区の平均の空間線量率の推移は、
 地区全てで第

● 2.5μSv/h< 㻌㻌
きの各地区の平均の空間線量率の推移は、14
地区全て
凡例㻌 ●0.5～1.0μSv/h 㻌 ●2.0～2.5μSv/h 㻌

れていることが確認できました。
図

除染効果の維持確認調査

回の調査以降連続して低下しており、
除染の効果が維持さ
●1.0～1.5μSv/h 㻌
● 2.5μSv/h< 㻌
で第 1 回の調査以降連続して低下しており、除染の効果
（ガンマプロッタＨの結果の例）



れていることが確認できました。
図

除染効果の維持確認調査
が維持されていることが確認できました。
 に示すように、
ガンマプロッタＨによる測定結果に
（ガンマプロッタＨの結果の例）
図

図 2 に示すように、ガンマプロッタＨによる測定結果
おいても、
第  回調査時と比べ、
第  回調査の空間線量率
図  に示すように、
ガンマプロッタＨによる測定結果に

においても、第 1 回調査時と比べ、第 9 回調査の空間線
が面的に低くなっていることが確認できました。
おいても、
第  回調査時と比べ、第  回調査の空間線量率

量率が面的に低くなっていることが確認できました。

これらの調査の結果、各地区の空間線量率の平均値は、
が面的に低くなっていることが確認できました。

これらの調査の結果、各地区の空間線量率の平均値は、

第
 回調査から継続して低下しており、除染の効果は概ね
これらの調査の結果、各地区の空間線量率の平均値は、

第
1 回調査から継続して低下しており、除染の効果は概

維持されていることが確認できました。また、第
 回調査
第  回調査から継続して低下しており、除染の効果は概ね

ね維持されていることが確認できました。また、第
1回
の空間線量率を ％としたときの第  回調査時の線量比
維持されていることが確認できました。また、第
 回調査

調査の空間線量率を
100％としたときの第％であるのに
9 回調査時の
は、
放射性セシウムの物理減衰計算値が約
の空間線量率を
％としたときの第  回調査時の線量比

線量比は、放射性セシウムの物理減衰計算値が約
65％
対し、
地区の平均値は約 ％となっていました。一方、
は、
放射性セシウムの物理減衰計算値が約
％であるのに

であるのに対し、14
地区の平均値は約 60％となってい
第
 回調査で初めて調査を行った川俣町坂下地区では除染
対し、
地区の平均値は約 ％となっていました。一方、

ました。一方、第
9 回調査で初めて調査を行った川俣
 回調査間の放射性セシウムの物理減衰を考慮
図 除染効果の維持確認調査（定点測定の結果）
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公平的かつ除染技術に関して高い知見を有した立場から、
た、実証試験の結果に対して、除染効果や減容率、除去物
どを行いました。また、実証試験の結果に対して、除染
新技術の選定に係る技術的な支援、実証試験の実施に係る
発生量、実用化の課題等などの評価の妥当性の確認を行う
効果や減容率、除去物発生量、実用化の課題等などの評
技術的な助言、実証試験への立会いなどを行いました。ま
など、評価の取りまとめに関する技術的な支援を実施しま
価の妥当性の確認を行うなど、評価の取りまとめに関す
た、実証試験の結果に対して、除染効果や減容率、除去物
した。
る技術的な支援を実施しました。
発生量、実用化の課題等などの評価の妥当性の確認を行う
 福島県市町村除染技術支援事業対応
福島県市町村除染技術支援事業対応
2)
など、評価の取りまとめに関する技術的な支援を実施しま
福島県が、県内の市町村が実施する除染作業の推進に資
福島県が、県内の市町村が実施する除染作業の推進に
した。
することを目的として実施した「平成  年度福島県市町
「平成 26 年度福島県
 資することを目的として実施した
福島県市町村除染技術支援事業対応
村除染技術支援事業」のうち、「住宅除染等における効果
市町村除染技術支援事業」のうち、「住宅除染等におけ
福島県が、県内の市町村が実施する除染作業の推進に資
的な測定技術の検証」に機構が開発したガンマプロッタＨ
る効果的な測定技術の検証」に機構が開発したガンマプ
することを目的として実施した「平成
 年度福島県市町
を提供して参加し、検証試験への協力を行いました。
村ロッタＨを提供して参加し、検証試験への協力を行いま
除染技術支援事業」のうち、「住宅除染等における効果
検証試験の結果、歩行速度が PV の場合、線量の高
的な測定技術の検証」に機構が開発したガンマプロッタＨ
した。
低に追従したことから、高線量箇所がおおまかにどの辺り
を提供して参加し、検証試験への協力を行いました。
検証試験の結果、歩行速度が 1.0 m/s の場合、線量の
に分布しているかの一次スクリーニングに適しているとの
検証試験の結果、歩行速度が
PV の場合、線量の高
高低に追従したことから、高線量箇所がおおまかにどの
検証結果となりました。一方で、歩行速度 PV 以下の
低に追従したことから、高線量箇所がおおまかにどの辺り
辺りに分布しているかの一次スクリーニングに適してい
場合、線量の高低と位置ともに除染関係ガイドラインに示
に分布しているかの一次スクリーニングに適しているとの
るとの検証結果となりました。一方で、歩行速度 0.5 m/
されたサーベイメータを用いた測定法に非常によく追従す
検証結果となりました。一方で、歩行速度
PV 以下の
sるとの検証結果となりました。この結果については、福島
以下の場合、線量の高低と位置ともに除染関係ガイド
場合、線量の高低と位置ともに除染関係ガイドラインに示
ラインに示されたサーベイメータを用いた測定法に非常
県のホームページにおいて公表されています。
されたサーベイメータを用いた測定法に非常によく追従す
によく追従するとの検証結果となりました。この結果に
 その他の除染効果評価に係る技術支援
るとの検証結果となりました。この結果については、福島
ついては、福島県のホームページにおいて公表されてい
国による本格除染が終了した大熊町でのフォローアップ
県のホームページにおいて公表されています。
ます。
モニタリングの結果について、環境省が行う除染効果の評
 その他の除染効果評価に係る技術支援
3)
その他の除染効果評価に係る技術支援
価や除染直後のモニタリング値に比べて上昇しているよう
国による本格除染が終了した大熊町でのフォローアップ
国による本格除染が終了した大熊町でのフォローアッ
な地点についての現地調査や、対応策の検討などの技術的
モニタリングの結果について、環境省が行う除染効果の評
プモニタリングの結果について、環境省が行う除染効果
な助言を行うなどの支援を行いました。
価や除染直後のモニタリング値に比べて上昇しているよう
の評価や除染直後のモニタリング値に比べて上昇してい
 な地点についての現地調査や、対応策の検討などの技術的
るような地点についての現地調査や、対応策の検討など
な助言を行うなどの支援を行いました。

おける除染モデル実証事業を実施した浪江町、双葉町の
る除染モデル実証事業を実施した浪江町、双葉町の  地区

農地（田）の試験施工結果
1,800

100%

1,600
80%

1,400
1,200
表面汚染㻔γ成分㻕㻌
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㻕

600

400

60%
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800

低減率㻔β成分㻕㻌
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低減率(β成分+γ成分㻕㻌

図  試験施工の評価結果の例
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図  試験施工の評価結果の例

の技術的な助言を行うなどの支援を行いました。
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9-2 ⑵ 福島県除染推進活動
    福島県除染推進活動

― 自治体への支援：概要・実績 ―

―自治体への支援：概要・実績―
福島環境安全センター

環境回復推進グループ

山下 卓哉、青木 勲、浅妻 新一郎

福島環境安全センター 環境回復推進グループ 山下 卓哉、青木 勲、浅妻 新一郎

【除染推進専門家チームの発足と役割】㻌
○ᴾ ᵦᵐᵑᵌᵗᵌᵐᵖᴾ ：ᴾ 各拠点から専門分野に精通した技術者・研究者が集結、『除染推進専門家チーム』が発足㻌
○ᴾ 福島県内の除染活動の円滑な推進のため自治体を支援㻌



）福島県内各市町村における除染実施計画の策定協力
ᴾ

汚染状況重点調査地域ᴾ

汚染状況重点調査地域ᴾ
福島県内ᴾ 対象 ᵒᵏ 市町村ᴾ

ᵆᵖ 県 ᵏᵎᵒ 市町村ᵇᴾ


実施計画策定済みᴾ
   （ᵑᵒ 市町村）
ᴾ
実施計画未策定ᴾ
（ᵕ 市町村）ᴾ

ᴾ
ᴾ
ᴾ

汚染状況重点調査地域の市町村数は
チーム発足当時（平成２３年度）のもの

ᴾ
ᴾ
 除染に係る技術指導・支援等
ᴾ
ᴾ

②講習会講師対応㻌

①「除染活動」支援協力、技術相談・指導㻌

ᴾ
ᴾ
ᴾ
モデル住宅除染試験（ブラシ除染）㻌

ᴾ
ᴾ 小学校再開に向けた線量測定㻌
ᴾ
ᴾ
ᴾ
樹木からの影響調査ᴾ

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

馬事公苑の馬場の線量測定㻌

住宅除染フォローアップモニタリング㻌

除染現場での技術指導、除染方法の助言㻌

③仮置場設置に係る技術指導、現地調査㻌

④住民説明会における説明支援㻌

人材育成に係る座学対応㻌
⑤ワンストップ窓口対応㻌

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

地形・地質条件等の観点から技術指導、住民説明会にて技術的な説明・助言㻌


・専門家派遣 除染現場、仮置場等 
・電話相談 健康相談、環境影響等 
（ 件）

図  除染推進専門家チームの自治体活動の概要
㻌

汚染状況重点調査地域に指定された市町村における除
汚染状況重点調査地域に指定された市町村における除

2) 除染に係る技術指導・支援等
（1628 件）
除染に係る技術指導・支援等（件）

により平成23
 年
年 9 月に「除染推進専門家チーム」を設置
により平成
月に「除染推進専門家チーム」を設置

①「除染活動」支援・協力、技術相談・指導（件）

①「除染活動」支援・協力、技術相談・指導（603 件）
②除染講習会開催、監督者等育成（件）
②除染講習会開催、監督者等育成（80 件）
③仮置場設置に係る技術指導、現地調査（件）
③仮置場設置に係る技術指導、現地調査（251 件）
④住民説明会における説明支援（件）
④住民説明会における説明支援（118 件）
⑤ワンストップ窓口対応電話相談等!（件）
⑤ワンストップ窓口対応 < 電話相談等 >（576 件）
 除染に係る技術指導・支援等においては、福島県以
除染に係る技術指導・支援等においては、福島県以外
外の７県（岩手県、宮城県、茨城県、千葉県、埼玉県、
の７県（岩手県、宮城県、茨城県、千葉県、埼玉県、群馬県、
群馬県、栃木県）からの支援要請にも対応しています。

し、各自治体等に対する支援活動を行って来ました。
し、各自治体等に対する支援活動を行って来ました。
 除染推進専門家チームの自治体支援活動の概要・
実績
(1) 除
染推進専門家チームの自治体支援活動の概要・実
除染推進専門家チームの自治体支援活動の概要を図１
績
に示します。これまでの主な活動の実績は以下のとおり
除染推進専門家チームの自治体支援活動の概要を図１
です（括弧内は平成  年  月末時点の対応件数）。
に示します。これまでの主な活動の実績は以下のとおり
 福島県内各市町村の除染実施計画の策定協力（件）

です（括弧内は平成 27 年 9 月末時点の対応件数）
。

1) 福島県内各市町村の除染実施計画の策定協力（116 件）
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①各市町村を訪問し、技術的内容を説明（116 件）
①各市町村を訪問し、技術的内容を説明（件）

染活動の円滑な推進のため、内閣府・環境省からの要請
染活動の円滑な推進のため、内閣府・環境省からの要請

栃木県）からの支援要請にも対応しています。




①ガンマプロッタによる線量測定

②1D, シンチレーション式サーベイメータ

③積算線量計

による線量測定

河川敷公園

④調査を実施した河川公園の範囲

⑥5(6(7 で求めた線量率マップ（+ 時点）

⑤ガンマプロッタによる線量測定結果

⑦5(6(7 による３年後（+）の予測結果

図  河川敷公園の現地調査と 5(6(7 による空間線量率の予測値結果

各自治体が進める除染活動への技術指導や支援の内
容は、除染効果の予測評価を支援するなど、年々高度
各自治体が進める除染活動への技術指導や支援の内容
かつ専門的になってきています。以下では、ガンマプ
は、除染効果の予測評価を支援するなど、年々高度かつ
ロッタ及び 5(6(7（除染活動支援システム）を用いて実
専門的になってきています。以下では、ガンマプロッタ
施した、福島県内の河川敷公園の除染技術指導の例を
及び
RESET（除染活動支援システム）を用いて実施した、
紹介します。
福島県内の河川敷公園の除染技術指導の例を紹介しま
 河川敷公園の除染技術指導
 除染指導の概要
す。
福島県の除染対策課の依頼を受け、平成  年  月
に実施した河川敷公園の除染技術指導の例を紹介しま
(2)
河川敷公園の除染技術指導
す。この依頼に応えるために現地調査を行い、歩行式
1）
除染指導の概要
のガンマプロッタを用いた面的な空間線量率の測定
福島県の除染対策課の依頼を受け、平成 26 年 11 月に
（図２①）
、1D, シンチレーション式サーベイメータに
実施した河川敷公園の除染技術指導の例を紹介します。
よる詳細な空間線量率測定（図２②）
、積算線量計を用
この依頼に応えるために現地調査を行い、歩行式のガン
いた個人被ばく線量測定（図２③）を実施しました。
マプロッタを用いた面的な空間線量率の測定（図２①）
、
また、除染活動支援システム「5(6(7」による放射線量
NaI シンチレーション式サーベイメータによる詳細な空
の可視化と自然減衰評価を行いました。
間線量率測定（図２②）
、積算線量計を用いた個人被ばく
 ガンマプロッタ及び 1D, シンチレーション式サーベ
線量測定（図２③）を実施しました。また、除染活動支
イメータによる測定結果
援システム「RESET」による放射線量の可視化と自然減
衰評価を行いました。

ガンマプロッタ（図２④～⑤）及び 1D, シンチレー
ション式サーベイメータの測定により、線量率の高い
ン式サーベイメータの測定により、
線量率の高い場所は、
場所は、法面の下、草地と道路や通路の境など雨水が
法面の下、草地と道路や通路の境など雨水が滞留し易い
滞留し易い所であることが分かりました。            
所であることが分かりました。
 5(6(7 による予測
3)RESET
による予測
 ガンマプロッタの測定結果を基に、
5(6(7 を用いて現
ガンマプロッタの測定結果を基に、RESET を用いて
地調査時点の線量率マップを作成しました（図２⑥）
。
この結果、現地調査時点の河川敷公園内の線量率は、
現地調査時点の線量率マップを作成しました
（図２⑥）。
最大
μ6YK、最小
μ6YK、平均
μ6YK
この結果、現地調査時点の河川敷公園内の線量率は、最
であることが分かりました。また、セシウムの自然減
大
0.45μSv/h、最小 0.07μSv/h、平均 0.25μSv/h である
衰により、
年後の平均の線量率は
μ6YK に低減
ことが分かりました。また、
セシウムの自然減衰により、
することが分かりました（図２⑦）
。に低減することが分
1
年後の平均の線量率は 0.22μSv/h
 調査結果
かりました
（図２⑦）。
以上の結果を取りまとめ、河川敷公園の線量率と滞
4) 調査結果
在時間を考慮すると、除染の必要はないこと、また除
以上の結果を取りまとめ、河川敷公園の線量率と滞在
染を行う場合も面的な除染は必要なくホットスポット
時間を考慮すると、除染の必要はないこと、また除染を
除染で良いこと、除染の方法としては除去土壌を発生
行う場合も面的な除染は必要なくホットスポット除染で
させない「天地返し」が推奨されること等を、福島県
良いこと、除染の方法としては除去土壌を発生させない
の除染対策課にお伝えしました。

「天地返し」が推奨されること等を、福島県の除染対策課
にお伝えしました。

2) ガンマプロッタ及び NaI シンチレーション式サーベ
イメータによる測定結果
ガンマプロッタ
（図２④～⑤）
及び NaI シンチレーショ
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㻥㻙㻞
㻥㻙㻞 福島県除染推進活動
福島県除染推進活動  
9-2 ―「平成年度最終処分に向けた技術開発戦略策定調査業務」の成果―
⑶ 福島県除染推進活動

―「平成年度最終処分に向けた技術開発戦略策定調査業務」の成果―

福島環境安全センター・環境回復推進グループ 加藤 貢、岡田 尚、浅妻
―「平成 27 年度最終処分に向けた技術開発戦略策定調査業務」の成果
― 新一郎

福島環境安全センター・環境回復推進グループ 加藤 貢、岡田 尚、浅妻 新一郎
㻥㻙㻞 福島県除染推進活動
  安全研究センター
環境影響評価研究グループ 武田聖司
安全研究センター 環境影響評価研究グループ 武田聖司

福島環境安全センター

環境回復推進グループ

加藤 貢、岡田 尚、浅妻 新一郎

安全研究センター 環境影響評価研究グループ 武田 聖司
―「平成年度最終処分に向けた技術開発戦略策定調査業務」の成果―

放射能濃度

法を検討します。また、焼却灰では燃やした後に残った
東京電力福島第一原子力発電所事故により、放射性物
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減容処理して放射能濃度が低くなった土壌浄化物
浄化物を資源
を資源
化する製造者向けの手引きと、再生利用する利用者向けの
化する製造者向けの手引きと、再生利用する利用者向けの
手引きを検討しています。特に利用者向けでは、放射線影響
手引きを検討しています。特に利用者向けでは、放射線影響
に関する安全確保に特別な知識や現場判断が不要になるよう
に関する安全確保に特別な知識や現場判断が不要になるよう
配慮することとしています。
配慮することとしています。
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■ 焼却灰の処理浄化物

用途先の例
用途先の例

部材の例
部材の例

・需要や利用可能性を考慮し、用途先及び部材を設定
・需要や利用可能性を考慮し、用途先及び部材を設定
・用途先の設計仕様に適した部材ごとの要求品質の調査
・用途先の設計仕様に適した部材ごとの要求品質の調査

廃棄物処分場（最終処分場）
廃棄物処分場（最終処分場）
土堰堤
土堰堤

最終覆土材
最終覆土材
（上部覆土材）
（上部覆土材）
中間覆土材
中間覆土材

*異物焼却による減容分や反応促進剤による再生資材の嵩増し分があるため、最終処分量と再生資材量の合計は一致しない。
*異物焼却による減容分や反応促進剤による再生資材の嵩増し分があるため、最終処分量と再生資材量の合計は一致しない。
*異物焼却による減容分や反応促進剤による再生資材の嵩増し分があるため、最終処分量と再生資材量の合計は一致しない。
また、上記ケースⅢ、Ⅳの検討では、土壌の熱処理データ数が少ないため反応促進剤等の物量は見込んでいない。
また、上記ケースⅢ、Ⅳの検討では、土壌の熱処理データ数が少ないため反応促進剤等の物量は見込んでいない。
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・課題について整理
・課題について整理
・実際の現場での適用試験を実施
・実際の現場での適用試験を実施

除去土壌等由来の再生資材
除去土壌等由来の再生資材

適切な用途先、
適切な用途先、
資材としての利用
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再生土壌（レキ・砂）

品質調整
品質調整
添加物
ᵑ
～ ᵏᵊᵐᵎᵎ万ᶋ
品質調整方法
添加物 ᵖᵎᵎ ᵖᵎᵎ
～ ᵏᵊᵐᵎᵎ万ᶋᵑ
品質調整方法
新材 新材
品質検査
品質検査
品質検査方法‚項目„‒ロット„‒頻度‛
品質検査方法‚項目„‒ロット„‒頻度‛
利用促進方策
利用促進方策

インセンティブ
インセンティブ
二次製品化
二次製品化
ブロック化、
ブロック化、
骨材化など
骨材化など

焼成物・スラグ
焼成物・スラグ
新材 新材

ᵑ
ᵒᵎᵎᴾ～
ᵓᵓᵎ万ᶋ
ᵒᵎᵎᴾ～
ᵓᵓᵎ万ᶋᵑ

セメント
セメント



図
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 公共事業等の土木・建築資材等に活用する際の品質調整方法
公共事業等の土木・建築資材等に活用する際の品質調整方法
減容処理を行うケースでは処理後に放射能濃度の高い
減容処理を行うケースでは処理後に放射能濃度の高い 及び品質確認方法の確立、二次製品化における懸念事項等の課題
濃縮物と放射能濃度が低くなった浄化物に分かれます。
及び品質確認方法の確立、二次製品化における懸念事項等の課題
濃縮物と放射能濃度が低くなった浄化物に分かれます。
濃縮物と放射能濃度が低くなった浄化物に分かれます。 を抽出し、また、対応案を整理して用途先及び資材品質確保の
を抽出し、また、対応案を整理して用途先及び資材品質確保の
濃縮物は処理を重ねることにより更に高濃度になるた
濃縮物は処理を重ねることにより更に高濃度になるため、
濃縮物は処理を重ねることにより更に高濃度になるため、 考え方を明確化します。
考え方を明確化します。
め、取扱いや最終処分に当たって、作業員の放射線管理

減容処理を行うケースでは処理後に放射能濃度の高い

取扱いや最終処分に当たって、作業員の放射線管理が必
取扱いや最終処分に当たって、作業員の放射線管理が必
要となり、浄化物は再生資源化して再生利用を図るため
要となり、浄化物は再生資源化して再生利用を図るため
ために用途先の開拓をしていく必要があります。
に用途先の開拓をしていく必要があります。
に用途先の開拓をしていく必要があります。
が必要となり、浄化物は再生資源化して再生利用を図る

(3)

再生利用の促進の実施

  再生利用の促進の実施
再生利用の促進の実施
再生利用の促進では、再生資材等の利用動向の調査、
再生利用の促進では、再生資材等の利用動向の調査、
再生利用の促進では、再生資材等の利用動向の調査、
放射性物質を含む再生資材の再生利用に係る事例の調査
放射性物質を含む再生資材の再生利用に係る事例の調査
放射性物質を含む再生資材の再生利用に係る事例の調査
を行っています。また、最も重要なことは社会的に受け
を行っています。また、最も重要なことは社会的に受け
を行っています。また、最も重要なことは社会的に受け
入れられることです。このため、再生資材の再生利用を
入れられることです。このため、再生資材の再生利用を
入れられることです。このため、再生資材の再生利用を
実現するために、放射線安全の確保を大前提として、利
実現するために、放射線安全の確保を大前提として、利
実現するために、放射線安全の確保を大前提として、利
用先の開拓及び社会的受容性の確保に向けて取組を進め
用先の開拓及び社会的受容性の確保に向けて取組を進め
用先の開拓及び社会的受容性の確保に向けて取組を進め
ています。具体的な取組では、利用先構造物に係る周辺
ています。具体的な取組では、利用先構造物に係る周辺
ています。具体的な取組では、利用先構造物に係る周辺
住民の方や施工作業者の放射線安全を担保する年間の追
住民の方や施工作業者の放射線安全を担保する年間の追
住民の方や施工作業者の放射線安全を担保する年間の追
加被ばくの安全性評価を行い、その結果を公開して国民
加被ばくの安全性評価を行い、その結果を公開して国民
加被ばくの安全性評価を行い、その結果を公開して国民
の方への啓発活動を行います。
の方への啓発活動を行います。
の方への啓発活動を行います。
また、再生利用しようとする場合に利用者
（施工事業
また、再生利用しようとする場合に利用者（施工事業
また、再生利用しようとする場合に利用者（施工事業
者、利用者等）
が参照できる「再生利用の手引き」を作成
者、利用者等）が参照できる「再生利用の手引き」を作
者、利用者等）が参照できる「再生利用の手引き」を作

(4)

今後の予定

  今後の予定
今後の予定
減容処理の技術開発については、減容・再生利用に係
減容処理の技術開発については、減容・再生利用に
減容処理の技術開発については、減容・再生利用に 
る課題と対応案から開発目標等を設定し、技術開発及び
係る課題と対応案から開発目標等を設定し、技術開発
係る課題と対応案から開発目標等を設定し、技術開発
実証試験等の取組を進めるとともに、国の直轄事業（分
及び実証試験等の取組を進めるとともに、国の直轄事業
及び実証試験等の取組を進めるとともに、国の直轄事業
級システム実証事業）として実施する大量かつ安価に処
㻔分級システム実証事業㻕として実施する大量かつ安価に
㻔分級システム実証事業㻕として実施する大量かつ安価に
理が可能な分級処理の実証試験について、技術的評価や
処理が可能な分級処理の実証試験について、技術的評価
処理が可能な分級処理の実証試験について、技術的評価
支援を行います。
や支援を行います。
や支援を行います。
再生利用の促進については、除去土壌等の再生利用に
再生利用の促進については、除去土壌等の再生利用に
再生利用の促進については、除去土壌等の再生利用に
関する情報発信及びセミナーやシンポジウムなどを開催
関する情報発信及びセミナーやシンポジウムなどを開催
関する情報発信及びセミナーやシンポジウムなどを開催
し、啓発活動を積極的に実施して社会的受容性の向上に
し、啓発活動を積極的に実施して社会的受容性の向上に
し、啓発活動を積極的に実施して社会的受容性の向上に
努めていきます。また、利用者
（事業者、施工業者等）
努めていきます。また、利用者（事業者、施工業者等）
努めていきます。また、利用者（事業者、施工業者等）
のご意見を取り入れながら再生利用の考え方を整理し
のご意見を取り入れながら再生利用の考え方を整理し
のご意見を取り入れながら再生利用の考え方を整理し
「再生利用の手引き」
を作成して再生利用の促進を図りま
「再生利用の手引き」を作成して再生利用の促進を図り
「再生利用の手引き」を作成して再生利用の促進を図り
す。
ます。
ます。

中です。
（図 6）
[2]
[1][1] 中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第１回）
《引用文献》
中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第１回）(2015.7.21)
(2015.7.21)
《引用文献》
現在検討している再生利用用途先としては、公共事業
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/proceedings_150721.html
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/proceedings_150721.html
[2][2] 中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第
2 回）(2015..12.21)
中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第
2 回）(2015..12.21)
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/proceedings_151221.html
《引用文献》 [1] 環境省中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第１回）
(2015.7.21)
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/proceedings_151221.html
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/proceedings_150721.html.
[2] 環境省中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第 2 回）(2015..12.21)
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/proceedings_151221.html
113

 研究成果の発信・普及活動
10-1
研究成果の発信・普及活動
 ―福島原子力事故関連情報アーカイブと今後の成果発信について―
研究成果の発信・普及活動
―
福島原子力事故関連情報アーカイブと今後の成果発信について ―
―福島原子力事故関連情報アーカイブと今後の成果発信について―

研究連携成果展開部 研究成果管理課 野澤 隆
研究連携成果展開部 研究成果管理課 野澤 隆
研究連携成果展開部 研究成果管理課 野澤 隆




図  福島原子力事故関連情報アーカイブ




発表情報も収録しています。
原子力機構は、東京電力福島第一原子力発電所事故対
図  福島原子力事故関連情報アーカイブ
難なことがあります。このアーカイブには、最新の調査・
原子力機構は、東京電力福島第一原子力発電所事故対
平成 27 年 10 月末現在の収録件数は表 1 及び表 2 の
応の研究開発支援のため、関連情報の収集・整理・提供

応の研究開発支援のため、関連情報の収集・整理・提供
を実施しています。恒久的なアクセスが確保されていな
応の研究開発支援のため、関連情報の収集・整理・提供
いインターネット情報と、入手に制約のある学会等にお
いインターネット情報と、入手に制約のある学会等にお
を実施しています。恒久的なアクセスが確保されていな
ける口頭発表情報を収録対象とし、平成
26 年 6 月に「福
ける口頭発表情報を収録対象とし、平成 26 年 6 月に「福
いインターネット情報と、入手に制約のある学会等にお
島原子力事故関連情報アーカイブ」
を公開しました（図
島原子力事故関連情報アーカイブ」
を公開しました
（図 1）
。
ける口頭発表情報を収録対象とし、
平成 26 年 6 月に「福
1）
。その取り組みに加え、原子力機構が創出した研究開
その取り組みに加え、原子力機構が創出した研究開発成
発成果を報知・普及する情報サービスを紹介します。
島原子力事故関連情報アーカイブ」
を公開しました
（図 1）
。
果を報知・普及する情報サービスを紹介します。
その取り組みに加え、原子力機構が創出した研究開発成
(1)
福島原子力事故関連情報アーカイブ
果を報知・普及する情報サービスを紹介します。
 福島原子力事故関連情報アーカイブ
東日本大震災以降、国や東京電力等の公的機関が、東
東日本大震災以降、国や東京電力等の公的機関が、東
京電力福島第一原子力発電所事故に関連する情報を、イ
 福島原子力事故関連情報アーカイブ
京電力福島第一原子力発電所事故に関連する情報を、イ
ンターネットホームページを通じて公表してきました。
東日本大震災以降、国や東京電力等の公的機関が、東
ンターネットホームページを通じて公表してきました。
しかし、インターネットは重要な情報が速報性高く提供
京電力福島第一原子力発電所事故に関連する情報を、イ
しかし、インターネットは重要な情報が速報性高く提供
される一方、発信元の都合等でリンク切れが発生した
ンターネットホームページを通じて公表してきました。
される一方、発信元の都合等でリンク切れが発生したり、
り、更新されて昨日と異なる内容に変わっていたりする
しかし、インターネットは重要な情報が速報性高く提供
更新されて昨日と異なる内容に変わっていたりするなど、
など、
恒久的なアクセスが確保できない懸念があります。
される一方、
発信元の都合等でリンク切れが発生したり、
恒久的なアクセスが確保できない懸念があります。国立
国立国会図書館の調査によると、国の機関のウェブサイ
更新されて昨日と異なる内容に変わっていたりするなど、
国会図書館の調査によると、国の機関のウェブサイトの
トのうち、5
年前の URL の 60% がなくなっているそう
恒久的なアクセスが確保できない懸念があります。国立
うち、
5 年前のURL の 60%がなくなっているそうです[1]。
です
[1]。
国会図書館の調査によると、国の機関のウェブサイトの
このため、国立国会図書館が実施しているインターネ
このため、国立国会図書館が実施しているインター
うち、
5 年前のURL の 60%がなくなっているそうです[1]。
ット資料収集保存事業（WARP）と連携・リンクさせる
ネット資料収集保存事業
（WARP）と連携・リンクさせ
このため、国立国会図書館が実施しているインターネ
ことで公的機関が公表した原発事故関連のインターネッ
ることで公的機関が公表した原発事故関連のインター
ット資料収集保存事業（WARP）と連携・リンクさせる
ト情報への恒久的なアクセスを確保し、検索利便性向上
ネット情報への恒久的なアクセスを確保し、検索利便性
ことで公的機関が公表した原発事故関連のインターネッ
のため原子力機構がメタデータを作成・情報整理して「福
向上のため原子力機構がメタデータを作成・情報整理し
ト情報への恒久的なアクセスを確保し、検索利便性向上
島原子力事故関連情報アーカイブ」として発信を開始し
て
「福島原子力事故関連情報アーカイブ」
として発信を
のため原子力機構がメタデータを作成
・情報整理して
「福
ました（http://f-archive.jaea.go.jp/index.php）
。
開始しました
（http://f-archive.jaea.go.jp/index.php）
。
島原子力事故関連情報アーカイブ」として発信を開始し
また、学協会が開催する研究発表会等における口頭発
また、学協会が開催する研究発表会等における口頭発
ました（http://f-archive.jaea.go.jp/index.php）
。
表は、最新の調査・研究結果が議論される場ですが、そ
表は、最新の調査・研究結果が議論される場ですが、そ
また、学協会が開催する研究発表会等における口頭発
の要旨が記されている予稿集は、一般の方には入手が困
の要旨が記されている予稿集は、一般の方には入手が困
表は、最新の調査・研究結果が議論される場ですが、そ
難なことがあります。このアーカイブには、最新の調査・
の要旨が記されている予稿集は、一般の方には入手が困
原子力機構は、東京電力福島第一原子力発電所事故対
を実施しています。恒久的なアクセスが確保されていな

研究結果が含まれる学協会の研究発表会等における口頭

114

研究結果が含まれる学協会の研究発表会等における口頭
難なことがあります。
このアーカイブには、最新の調査・
とおりです。
発表情報も収録しています。
研究結果が含まれる学協会の研究発表会等における口頭
メタデータ作成にあたっては、IAEA（国際原子力機関）
平成 27 年 10 月末現在の収録件数は表 1 及び表 2 のと
発表情報も収録しています。
が原子力重大事故の知識保存のために作成した「タクソ
おりです。
平成 27という分類
年 10 月末現在の収録件数は表
1 及び表 2 のと
ノミー」
（表 3）を用いて体系的に情報を整理
表  福島原子力事故関連情報アーカイブの収録内容
しています。IAEA
のタクソノミー体系の中には、福島
おりです。
（インターネット情報）
表  福島原子力事故関連情報アーカイブの収録内容
（インターネット情報）

表  福島原子力事故関連情報アーカイブの収録内容
（口頭発表情報）
表  福島原子力事故関連情報アーカイブの収録内容
（口頭発表情報）

が原子力重大事故の知識保存のために作成した「タクソ
しています。IAEA
のタクソノミー体系の中には、福島
ノミー」
という分類
（表
3）
を用いて体系的に情報を整理
第一原発事故関連情報を取り扱うために原子力機構が提
ノミー」
という分類
（表
3）
を用いて体系的に情報を整理
第一原発事故関連情報を取り扱うために原子力機構が提
しています。IAEAのタクソノミー体系の中には、福島
のタクソノミー体系の中には、福島
案して採用された分類項目もあります。これにより、キ
第一原発事故関連情報を取り扱うために原子力機構が提
しています。IAEA
案して採用された分類項目もあります。これにより、キ
第一原発事故関連情報を取り扱うために原子力機構が提
ーワードだけでなく分類体系を使った検索・絞り込みも
案して採用された分類項目もあります。
これにより、キー
第一原発事故関連情報を取り扱うために原子力機構が提
ーワードだけでなく分類体系を使った検索・絞り込みも
案して採用された分類項目もあります。これにより、キ
可能です。
ワードだけでなく分類体系を使った検索・絞り込みも可
案して採用された分類項目もあります。これにより、キ
可能です。
ーワードだけでなく分類体系を使った検索・絞り込みも
また、検索結果では当該インターネット情報へのリン
能です。
ーワードだけでなく分類体系を使った検索・絞り込みも
また、検索結果では当該インターネット情報へのリン
可能です。
クに加え、
上位階層サイトの URL も示してどのような文
また、検索結果では当該インターネット情報へのリン
可能です。
クに加え、
上位階層サイトの URL
また、検索結果では当該インターネット情報へのリン
クに加え、上位階層サイトの
URLも示してどのような文
も示してどのような
脈で当該情報が公表されたのか理解促進に役立つように
また、検索結果では当該インターネット情報へのリン
脈で当該情報が公表されたのか理解促進に役立つように
クに加え、
上位階層サイトの
URL
も示してどのような文
文脈で当該情報が公表されたのか理解促進に役立つよう
するなど、他のデータベースにはない機能も備えていま
クに加え、
上位階層サイトの
URL
も示してどのような文
するなど、他のデータベースにはない機能も備えていま
脈で当該情報が公表されたのか理解促進に役立つように
にするなど、他のデータベースにはない機能も備えてい
す。
脈で当該情報が公表されたのか理解促進に役立つように
す。
するなど、他のデータベースにはない機能も備えていま
ます。
するなど、他のデータベースにはない機能も備えていま

す。
す。

表  ,$($ のタクソノミー（抜粋）
表  ,$($ のタクソノミー（抜粋）

,$($
のタクソノミー（抜粋）
表表
,$($
のタクソノミー（抜粋）

(http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/search/servlet/i
nterSearch)。
nterSearch)。

図  研究開発成果検索・閲覧システム（-2366）
図  研究開発成果検索・閲覧システム（-2366）

また、その中から代表的な成果をわかりやすくするた
図 
研究開発成果検索・閲覧システム（-2366）
図 
研究開発成果検索・閲覧システム（-2366）
また、その中から代表的な成果をわかりやすくするた
め、原子力機構が発表した論文等について解説する「成
め、原子力機構が発表した論文等について解説する「成
また、その中から代表的な成果をわかりやすくするた
また、その中から代表的な成果をわかりやすくするた
果普及情報誌」と、特許等の知的財産を紹介する「技術
また、その中から代表的な成果をわかりやすくするた
果普及情報誌」と、特許等の知的財産を紹介する「技術
め、原子力機構が発表した論文等について解説する
「成
め、原子力機構が発表した論文等について解説する「成
め、原子力機構が発表した論文等について解説する「成
シーズ集」を刊行しています（図
4）
。成果普及情報誌で
シーズ集」を刊行しています（図
4）
。成果普及情報誌で
果普及情報誌」と、特許等の知的財産を紹介する
「技術
果普及情報誌」と、特許等の知的財産を紹介する「技術
果普及情報誌」と、特許等の知的財産を紹介する「技術
は、福島第一原発事故対応に関する研究開発成果を第
1
は、福島第一原発事故対応に関する研究開発成果を第
1
シーズ集」を刊行しています（図4）
4）
。成果普及情報誌では、
シーズ集」を刊行しています（図
4）
。成果普及情報誌で
シーズ集」を刊行しています（図
。成果普及情報誌で
章に特集として掲載しています。
章に特集として掲載しています。
福島第一原発事故対応に関する研究開発成果を第 11章に
は、福島第一原発事故対応に関する研究開発成果を第
は、福島第一原発事故対応に関する研究開発成果を第
1
特集として掲載しています。
章に特集として掲載しています。
章に特集として掲載しています。

  
  
これに加え、アーカイブの構築以前から取り組んでき
これに加え、アーカイブの構築以前から取り組んでき
これに加え、アーカイブの構築以前から取り組んでき
  
た、冷却材喪失事故や環境回復に関する参考文献をテー
た、冷却材喪失事故や環境回復に関する参考文献をテー
た、冷却材喪失事故や環境回復に関する参考文献をテー
これに加え、アーカイブの構築以前から取り組んでき
これに加え、アーカイブの構築以前から取り組んでき
マ別に整理・提供した「3.11
原子力事故参考文献情報」
マ別に整理・提供した
「3.11
原子力事故参考文献情報」
マ別に整理・提供した「3.11
原子力事故参考文献情報」
た、冷却材喪失事故や環境回復に関する参考文献をテー
た、冷却材喪失事故や環境回復に関する参考文献をテー
サイト（図 2）は、現在も提供を継続しています
サイト
（図
2）
は、現在も提供を継続しています
（http://
サイト（図
2）は、現在も提供を継続しています
マ別に整理・提供した「3.11
原子力事故参考文献情報」
マ別に整理・提供した「3.11 原子力事故参考文献情報」
(http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/ird/sanko/fukushim
jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/ird/sanko/fukushima_
サイト（図
(http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/ird/sanko/fukushim
サイト（図2）は、現在も提供を継続しています
2）は、現在も提供を継続しています
a_sanko-top.html)。
sanko-top.html）
。
(http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/ird/sanko/fukushim
a_sanko-top.html)。
(http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/ird/sanko/fukushim
a_sanko-top.html)。
a_sanko-top.html)。



図  成果普及情報誌（左）と技術シーズ集（右）
図  成果普及情報誌（左）と技術シーズ集（右）
 

図 
成果普及情報誌（左）と技術シーズ集（右）
 今後の成果発信
図 
成果普及情報誌（左）と技術シーズ集（右）

今後の成果発信
以上のように、原子力機構は福島第一原発事故関連情
 以上のように、原子力機構は福島第一原発事故関連情
今後の成果発信
今後の成果発信
報のアーカイブと研究開発成果の普及・発信に取り組ん
(3)
今後の成果発信
以上のように、原子力機構は福島第一原発事故関連情
報のアーカイブと研究開発成果の普及・発信に取り組ん
以上のように、原子力機構は福島第一原発事故関連情
でいます。
以上のように、原子力機構は福島第一原発事故関連情
報のアーカイブと研究開発成果の普及・発信に取り組ん
でいます。
報のアーカイブと研究開発成果の普及・発信に取り組ん
福島原発事故関連情報アーカイブでは、インターネッ
報のアーカイブと研究開発成果の普及・発信に取り組ん
でいます。
福島原発事故関連情報アーカイブでは、インターネッ
でいます。
ト情報の収録件数と収録対象機関を段階的に拡充してい
でいます。
福島原発事故関連情報アーカイブでは、インターネッ
ト情報の収録件数と収録対象機関を段階的に拡充してい
福島原発事故関連情報アーカイブでは、インターネッ
く計画です。しかし、WARP
収録対象以外にもアーカイ
福島原発事故関連情報アーカイブでは、インターネッ
ト情報の収録件数と収録対象機関を段階的に拡充してい
く計画です。しかし、WARP
収録対象以外にもアーカイ
ト情報の収録件数と収録対象機関を段階的に拡充してい
ブすべき情報は種類・媒体を問わず様々あり、様々なユ
ト情報の収録件数と収録対象機関を段階的に拡充してい
く計画です。しかし、WARP
収録対象以外にもアーカイ
ブすべき情報は種類・媒体を問わず様々あり、様々なユ
く計画です。しかし、WARP 収録対象以外にもアーカイ
ーザーニーズに応えるには原子力機構だけでは実施不可
く計画です。しかし、WARP 収録対象以外にもアーカイ
ブすべき情報は種類・媒体を問わず様々あり、様々なユ
ーザーニーズに応えるには原子力機構だけでは実施不可
ブすべき情報は種類・媒体を問わず様々あり、様々なユ
能な部分もあるため、関係各所や同様の取り組みを実施
ブすべき情報は種類
・媒体を問わず様々あり、様々なユー
ーザーニーズに応えるには原子力機構だけでは実施不可
図   原子力事故参考文献情報
能な部分もあるため、関係各所や同様の取り組みを実施
ーザーニーズに応えるには原子力機構だけでは実施不可
している機関との密接な協力・連携を図っていきます。
図   原子力事故参考文献情報
ザーニーズに応えるには原子力機構だけでは実施不可能
能な部分もあるため、関係各所や同様の取り組みを実施
している機関との密接な協力・連携を図っていきます。
能な部分もあるため、関係各所や同様の取り組みを実施
図   原子力事故参考文献情報
また、研究開発成果検索・閲覧システム（JOPSS）は、
 研究開発成果の発信ツール
な部分もあるため、関係各所や同様の取り組みを実施し
図   原子力事故参考文献情報
(2)
研究開発成果の発信ツール
している機関との密接な協力・連携を図っていきます。
また、研究開発成果検索・閲覧システム（JOPSS）は、
 研究開発成果の発信ツール
している機関との密接な協力・連携を図っていきます。
論文情報に特許や研究施設等の情報を関連づけて一体的
原子力機構の研究開発成果は、
機構の研究開発報告書、
ている機関との密接な協力・連携を図っていきます。
また、
研究開発成果検索・閲覧システム（JOPSS）は、
 原子力機構の研究開発成果は、機構の研究開発報告
研究開発成果の発信ツール
論文情報に特許や研究施設等の情報を関連づけて一体的
機構の研究開発報告書、
また、研究開発成果検索・閲覧システム（JOPSS）は、
原子力機構の研究開発成果は、
研究開発成果の発信ツール
に提供できるような仕組みを構築すべく検討を重ねてい
学術誌掲載の論文、学協会の研究発表会等で発表されま
また、研究開発成果検索・閲覧システム（JOPSS）は、
書、学術誌掲載の論文、学協会の研究発表会等で発表さ
論文情報に特許や研究施設等の情報を関連づけて一体的
原子力機構の研究開発成果は、
機構の研究開発報告書、
に提供できるような仕組みを構築すべく検討を重ねてい
学術誌掲載の論文、学協会の研究発表会等で発表されま
論文情報に特許や研究施設等の情報を関連づけて一体的
原子力機構の研究開発成果は、
機構の研究開発報告書、 ます。
す。平成
27 年 10 月末現在、原子力機構は福島第一原発
論文情報に特許や研究施設等の情報を関連づけて一体的
れます。平成 27 年 10 月末現在、原子力機構は福島第
に提供できるような仕組みを構築すべく検討を重ねてい
学術誌掲載の論文、学協会の研究発表会等で発表されま
ます。
す。平成
27
年
10
月末現在、原子力機構は福島第一原発
に提供できるような仕組みを構築すべく検討を重ねてい
学術誌掲載の論文、学協会の研究発表会等で発表されま
さらに、これから福島地区に開設される施設において
事故対応に関する約
2,000 件の研究開発成果を発表して
に提供できるような仕組みを構築すべく検討を重ねてい
ます。
す。平成
27 年 10 月末現在、原子力機構は福島第一原発
一原発事故対応に関する約
2,000 件の研究開発成果を発
さらに、これから福島地区に開設される施設において
事故対応に関する約
2,000
件の研究開発成果を発表して
ます。
す。平成
27
年
10
月末現在、原子力機構は福島第一原発
も情報提供・成果発信に取り組み、東京電力福島第一原
きました。これらは「研究開発成果検索・閲覧システム
ます。
さらに、これから福島地区に開設される施設において
事故対応に関する約
2,000 件の研究開発成果を発表して
表してきました。これらは
「研究開発成果検索・閲覧シ
も情報提供・成果発信に取り組み、東京電力福島第一原
きました。これらは「研究開発成果検索・閲覧システム
さらに、これから福島地区に開設される施設において
事故対応に関する約
2,000 件の研究開発成果を発表して
子力発電所事故対応活動をされる方々を支援していきた
（JOPSS）
」
（図 3）で調べることができ、機構が刊行し
も情報提供・成果発信に取り組み、東京電力福島第一原
きました。これらは「研究開発成果検索・閲覧システム
さらに、これから福島地区に開設される施設において
ステム（JOPSS）」
（図 3）で調べることができ、機構が
子力発電所事故対応活動をされる方々を支援していきた
（JOPSS）
」
（図
3）で調べることができ、機構が刊行し
も情報提供・成果発信に取り組み、東京電力福島第一原
きました。これらは「研究開発成果検索・閲覧システム
いと考えています。
ている研究開発報告書類は全文
PDF
を、
学術誌掲載論文
子力発電所事故対応活動をされる方々を支援していきた
（JOPSS）
」
（図 3）で調べることができ、機構が刊行し
も情報提供・成果発信に取り組み、東京電力福島第一原
刊行している研究開発報告書類は全文
PDF を、学術誌
いと考えています。
ている研究開発報告書類は全文
PDF を、学術誌掲載論文
子力発電所事故対応活動をされる方々を支援していきた
（JOPSS）
」
（図
3）で調べることができ、機構が刊行し
 米澤稔.,
“東京電力福島第一原子力事故関連情報アーカイブ化への取組について”,
専門図書館, 273, 23 (2015).
いと考えています。
ている研究開発報告書類は全文
PDF を、学術誌掲載論文
《参考文献》
子力発電所事故対応活動をされる方々を支援していきた
掲載論文は電子ジャーナルへのリンクを提供しています
米澤稔., “東京電力福島第一原子力事故関連情報アーカイブ化への取組について”,
専門図書館, 273, 23 (2015).
いと考えています。
ている研究開発報告書類は全文
PDF を、学術誌掲載論文
 權田真幸ほか,
“日本原子力研究開発機構図書館における福島原子力事故関連情報アーカイブ化への道のり”,
情報
《参考文献》
いと考えています。
（http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/search/servlet/
 の科学と技術,
米澤稔.,
“東京電力福島第一原子力事故関連情報アーカイブ化への取組について”,
専門図書館, 273, 23 (2015). 情報
《参考文献》
權田真幸ほか,
“日本原子力研究開発機構図書館における福島原子力事故関連情報アーカイブ化への道のり”,
64,
357 (2014).
米澤稔., “東京電力福島第一原子力事故関連情報アーカイブ化への取組について”,
専門図書館, 273, 23 (2015).
 權田真幸ほか,
“日本原子力研究開発機構図書館における福島原子力事故関連情報アーカイブ化への道のり”,
情報
《参考文献》 。
interSearch）
の科学と技術,
64,
357
(2014).
[1]
国立国会図書館,
“国の機関サイトの残存率”,
(2015).
《引用文献》
の科学と技術,
權田真幸ほか,
“日本原子力研究開発機構図書館における福島原子力事故関連情報アーカイブ化への道のり”,
情報
64,
357
(2014).
国立国会図書館, “国の機関サイトの残存率”, (2015).
http://warp.da.ndl.go.jp/contents/reccommend/collection/linkrot.html
《引用文献》 [1] の科学と技術,
64,“国の機関サイトの残存率”,
357 (2014).
国立国会図書館,
(2015).
273,
《引用文献》 ・[1]
《参考文献》
米澤稔
,
"
東京電力福島第一原子力事故関連情報アーカイブ化への取組について
",
専門図書館
23
(2015).
http://warp.da.ndl.go.jp/contents/reccommend/collection/linkrot.html
[1] http://warp.da.ndl.go.jp/contents/reccommend/collection/linkrot.html
国立国会図書館,
“国の機関サイトの残存率”, (2015).
《引用文献》・ 權田真幸ほか
, " 日本原子力研究開発機構図書館における福島原子力事故関連情報アーカイブ化への道のり
", 情報
http://warp.da.ndl.go.jp/contents/reccommend/collection/linkrot.html
の科学と技術 64, 357 (2014).
《引用文献》 [1] 国立国会図書館 , " 国の機関サイトの残存率 ", (2015).
http://warp.da.ndl.go.jp/contents/reccommend/collection/linkrot.html

115

10-2
 コミュニケーション活動と人材育成活動
コミュニケーション活動と人材育成活動
― 福島環境回復における具体的な取組の状況 ―

―福島環境回復における具体的な取組の状況―
福島環境安全センター 時澤 孝之、植頭 康裕、板橋 靖、米谷 雅之
福島環境安全センター  時澤 孝之、植頭 康裕、板橋 靖、米谷 雅之

１．コミュニケーション活動
１．コミュニケーション活動㻌

(1)
コミュニケーション活動の基本方針
㻔㻝㻕㻌 コミュニケーション活動の基本方針㻌
コミュニケーションとは社会生活を営む人間が互い
コミュニケーションとは社会生活を営む人間が互いに、
に、意思や感情、思考などを伝達し合うことと定義され
意思や感情、思考などを伝達し合うことと定義されてお
ており、これを具体化するものがコミュニケーション活
り、これを具体化するものがコミュニケーション活動で
動です。コミュニケーション活動の基本方針は、社会と
す。コミュニケーション活動の基本方針は、社会との信
の信頼確保のために様々な活動を進めることであり、直
頼確保のために様々な活動を進めることであり、直接対
接対話活動もその一つです。
話活動もその一つです。
平成 23年
年 3月
月 11
日に発生した東京電力福島第一原子
平成
日に発生した東京電力福島第一原子力
力発電所事故
（１F
事故）
では放射性物質が環境中に放
発電所事故（１)
事故）
では放射性物質が環境中に放出さ
出され、福島県で、園児、児童の健康に対する影響を心
れ、福島県で、園児、児童の健康に対する影響を心配す
配する声が強かったことから、放射線について正しく理
る声が強かったことから、放射線について正しく理解し
解し不安を和らげることを目的に同年
7 月に、直接対話
不安を和らげることを目的に同年  月に、直接対話活動
である「放射線に関するご質問に答える会」
（以下、答え
活動である
「放射線に関するご質問に答える会」
（以下、
る会）の活動を開始しました。
答える会）
の活動を開始しました。
㻔㻞㻕㻌 答える会の進め方㻌
(2)
答える会の進め方
 機構では、従前より立地市町村等の自治体住民に対し
機構では、従前より立地市町村等の自治体住民に対し
て放射線について理解を進める活動を行っていました。
て放射線について理解を進める活動を行っていました。
その成果などを活用して、答える会は以下のように取組
その成果などを活用して、答える会は以下のように取組
むことにしました。
むことにしました。
①㻌
① 参加者の質問回答へ重点を置いた説明㻌
参加者の質問回答へ重点を置いた説明
放射線という一般に馴染みがない事柄について専
放射線という一般に馴染みがない事柄について専
門的な知識を持たない方に理解していただくため、
事
門的な知識を持たない方に理解していただくため、
前に参加者の質問を集め、
それらに丁寧に回答するこ
事前に参加者の質問を集め、それらに丁寧に回答す
とによって必要な知識を理解していただくことにし
ることによって必要な知識を理解していただくこと
ました。このため、答える会の実施前に実施要請団体
にしました。このため、答える会の実施前に実施要
に参加者の質問を集めて機構に送付いただくようお
請団体に参加者の質問を集めて機構に送付いただく
願いすることにしました。
ようお願いすることにしました。
②㻌
② コミュニケーションを通じた理解㻌
コミュニケーションを通じた理解
放射線に関する質問は多岐に渡ることが想定され、
放射線に関する質問は多岐に渡ることが想定さ
異なる分野の専門家が参加することでそれらの質問
れ、異なる分野の専門家が参加することでそれらの
に対して対応するために、
説明は複数名で行うことと
質問に対して対応するために、説明は複数名で行う
しました。
こととしました。
③㻌
③ イラストや例を用いた分りやすい説明資料㻌
イラストや例を用いた分りやすい説明資料
 イラストや比喩を用いて放射線に関する専門的な知
イラストや比喩を用いて放射線に関する専門的な
識のない方にも判りやすいよう配慮しました。
その他、
知識のない方にも判りやすいよう配慮しました。そ
自然界の放射線を測定器を用いて測定することで、
放
の他、自然界の放射線を測定器を用いて測定するこ
射線の理解を得る説明活動も行いました。
とで、放射線の理解を得る説明活動も行いました。
④㻌
④ アンケートによる理解度等の確認㻌
アンケートによる理解度等の確認
 答える会終了後に、
参加者の協力を得て、
アンケート
答える会終了後に、
参加者の協力を得て、
アンケー
による理解度や不安に思うことなどについて確認し
トによる理解度や不安に思うことなどについて確認
ました。
しました。
⑤㻌
⑤ 答える会の実施主体は要請団体㻌
答える会の実施主体は要請団体
不安を抱き質問の回答を聴聞する人々の参集を呼
不安を抱き質問の回答を聴聞する人々の参集を呼
びかけている開催要請団体が、
当日の答える会の進行
びかけている開催要請団体が、当日の答える会の進
を担うことで、
機構の一方的な説明にならないように
行を担うことで、機構の一方的な説明にならないよ
し、
機構は専門的な立場から放射線についての説明を
うにし、機構は専門的な立場から放射線についての
行うこととしました。
説明を行うこととしました。
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(3) 答える会の実績㻌
答える会の実績
㻔㻟㻕㻌
平成
27 年
年 
10月末までに
月末までに
246回の
回の
平成 23
 年
年 7 月から平成 
答える会を実施し、約
万人の方が参加しました。実施
答える会を実施し、約 2 万人の方が参加しました。
実施
状況を福島県内の参加者数を地域別に示すと図
状況を福島県内の参加者数を地域別に示すと図 1のよう
のよ
になり、事故の影響から発災元の浜通りの住民が県内各
うになり、
事故の影響から発災元の浜通りの住民が県内
地に避難していることもあり、中通りを中心に開催が多
各地に避難していることもあり、中通りを中心に開催が
い傾向を示しました。
多い傾向を示しました。


図１㻌 地域別実施状況（平成 㻞㻣 年 㻝㻜 月末時点）㻌


㻞㻚．㻌
人材育成活動㻌
２．人材育成活動
㻔㻝㻕㻌
人材育成の基本方針㻌
(1) 人材育成の基本方針
国が進める「原子力人材育成ネットワーク」
において、
国が進める
「原子力人材育成ネットワーク」
において、
原子力エネルギー基盤及び今後の原子力ビジネスを支
原子力エネルギー基盤及び今後の原子力ビジネスを支え
える人材の育成に積極的に取り組む必要があるとされ
る人材の育成に積極的に取り組む必要があるとされてい
ています。これらを踏まえ、機構は、現中期計画に、
「原
ます。これらを踏まえ、機構は、現中期計画に、
「原子
子力の研究、
開発及び利用の推進に当たっては、
～
（中
力の研究、開発及び利用の推進に当たっては、～（中略）
略）～
原子力分野の人材育成が必要である。
」と明記
～
原子力分野の人材育成が必要である。
」と明記し、機
し、
機構の重要なミッションと位置付け人材育成に取り
構の重要なミッションと位置付け人材育成に取り組んで
組んでいます。
います。
（㻞）㻌 人材育成活動の進め方㻌
（2）
人材育成活動の進め方
体験型の学習を人材育成に利用することとし、
学生で
体験型の学習を人材育成に利用することとし、学生で
ある育成対象者自ら、放射線測定器を利用して、除染現
ある育成対象者自ら、放射線測定器を利用して、除染現
場や仮置き場で放射線の測定を行いました。これにより
場や仮置き場で放射線の測定を行いました。これにより
) 事故の環境回復のために行われた除染や除染後に発
事故の環境回復のために行われた除染や除染後に発
1F
生する廃棄物の仮置き場の設計や安全管理の現状を理
生する廃棄物の仮置き場の設計や安全管理の現状を理解
解することができました。 
することができました。
さらには、各々の学生が自治体担当者役と住民役とに
さらには、各々の学生が自治体担当者役と住民役とに
分かれ、
除染作業を開始する前に自治体が行う住民説明
分かれ、除染作業を開始する前に自治体が行う住民説明
会を模擬的に行い、住民説明会を体験しました。これに
会を模擬的に行い、住民説明会を体験しました。これに
より学生は、除染の実施には技術面以外に、行政的な対
より学生は、除染の実施には技術面以外に、行政的な対
応や住民の理解と協力が不可欠であり、環境回復活動の
応や住民の理解と協力が不可欠であり、環境回復活動の
社会的な意義を把握しました。体験型の研修をさらに展
社会的な意義を把握しました。体験型の研修をさらに展
開する試みとして、体験学習や放射線測定により学んだ
開する試みとして、体験学習や放射線測定により学んだ
学生自らが、説明者となり、学園祭などで訪れる一般参
学生自らが、説明者となり、学園祭などで訪れる一般参
加者の方へ放射線に関する説明を行うことも実施しま
加者の方へ放射線に関する説明を行うことも実施しまし
した。ここでは、自分以外の他者への説明の難しさを学
た。ここでは、自分以外の他者への説明の難しさを学生

自らが体験することで、コミュニケーションの困難性や
重要性を把握することができました。これらにより、机
上検討のみではない、実践に即した社会的活動としての
生自らが体験することで、コミュニケーションの困難性
業務を進める人材の育成が可能になると思われます。
や重要性を把握することができました。これらにより、
以上のような、福島の環境回復に係る機構の活動を通
机上検討のみではない、
実践に即した社会的活動として
じて実施した人材育成活動を表１にまとめました。これ
の業務を進める人材の育成が可能になると思われます。

らの内、効果的な体験型の人材育成活動の具体例を以下
以上のような、福島の環境回復に係る機構の活動を通
に示します。
じて実施した人材育成活動を表１にまとめました。
これ
らの内、効果的な体験型の人材育成活動の具体例を以下
表 1 人材育成活動実施例
開催時期
おもな教育内容
に示します。 対 象
霧箱による放射線観察、水素爆鳴

表１ 人材育成活動実施例
いわき明星大学
2月20-21日
気実験で水素爆発のメカニズム把
（教員も含む）

握など

② 現場体験型による放射線測定研修（H27 年福長岡
科技大研修にて実施）

放射線計測の基礎や放射線測定器の原理などにつ
施しました。学習
いて講義を受けたの
を通じ「エネルギ
ち、実際の除染現場
ー分野に関心があ
や除染後に発生する
る。」「エネルギー
廃棄物の仮置き場で、
や原子力の分野に
放射線量を測定する
進みたい。
」という
体験学習を実施しま
思いを示す学生も
した。学習を通じ「エ
多く、効果的な研
ネルギー分野に関心
修を行うことがで
きました。
がある。」
「エネルギー

や原子力の分野に進

みたい。
」という思い
を示 す 学 生 も 多 く、

効果的な研修を行う

ことができました。

H25 開催時期

対象
おもな教育内容
ゲルマニウム半導体検出器による
いわき明星大
全国８高専から
土壌や飲用水の放射能測定、ホー
㻌 霧箱による放射線観察、水素爆鳴気実験で
8月28日㻞 月 㻞㻜㻙㻞㻝 日 13 学
人参加
ルボディカウンタによる内部被ば
水素爆発のメカニズム把握など
（教員も含む） く測定など
㻴㻞㻡

㻌 ゲルマニウム半導体検出器による土壌や飲
全国８高専から 野外における NaI サーベイメー
用水の放射能測定、ホールボディカウンタに
㻝㻟 人参加
タ、GM サーベイメータ、γプロッ
3月3-5日
長岡科技大 よる内部被ばく測定など
タによる空間線量率測定、遮蔽効
㻌 野外における 㻺㼍㻵㻌 サーベイメータ、㻳㻹㻌 サ
果の測定実習
㻟 月 㻟㻙㻡 日 長岡科技大 ーベイメータ、γプロッタによる空間線量率測
定、遮蔽効果の測定実習
霧箱による放射線の観察、環境放
10月4-5日
郡山女子大
射能測定、γプロッタ測定など
㻌 霧箱による放射線の観察、環境放射能測
㻝㻜 月 㻠㻙㻡 日 郡山女子大
定、γプロッタ測定など
霧箱による放射線観察、スパーク
㻤 月 㻞㻤 日㻙

11月3日

㻌 霧箱による放射線観察、スパークチェンバ
チェンバーによる宇宙線の観察な
ーによる宇宙線の観察など
ど

㻝㻝 月 㻟 日

H26
㻴㻞㻢

㻝㻝 月 㻤 日㻌
11月8日
㻔㻝㻕
(1)
㻝㻞 月 㻢 日㻌

12月6日
㻔㻞㻕
(2)

㻌 放射線の基礎知識の習得と放射線の測定な
放射線の基礎知識の習得と放射線
ど の測定など
福島高専 㻌 除染に関する講義、遠隔モニタリング技術、
除染に関する講義、遠隔モニタリ
福島高専 仮置場での環境放射能測定、γプロッタ測定
などング技術、仮置場での環境放射能
測定、γプロッタ測定など

㻌 リスクコミュニケーション：学生らが子どもさ
リスクコミュニケーション：学生
んを抱える住民、行政側の職員、放射線の専
らが子どもさんを抱える住民、行
門家等に扮して模擬住民説明会

㻝㻞 月 㻝㻟 日㻌
㻔㻟㻕

12月13日
(3)

㻞 月 㻞㻡㻙㻞㻣 日
2月25-27日

㻟 月 㻟㻙㻠 日

㻴㻞㻣 3月3-4日
㻤 月 㻡㻙㻣 日
H27

政側の職員、放射線の専門家等に

福島高専

霧箱による放射線の観察、環境放射能測
扮して模擬住民説明会
定、γプロッタ測定など

霧箱による放射線の観察、環境放
放射線測定開発の現状把握（座学）、霧箱に
福島高専
射能測定、γプロッタ測定など
長岡科技大 よる放射線の観察、環境放射能測定、γプロ

ッタ測定など
放 射 線 測 定 開 発 の 現 状 把 握（ 座
学）、 霧 箱 に よ る 放 射 線 の 観 察、 測
環境放射能測定、γプロッタ測定、㼃㻮㻯
長岡科技大
福島高専
環境放射能測定、γプロッタ測定
定、など

など
㻤 月 㻢、㻥 月 㻤
放射線の基礎知識、内部被ばく教育、㼃㻮㻯
日、㻝㻜 月 㻞㻙㻠 郡山女子大㻌
環境放射能測定、γプロッタ測定、
測定など㻌
8月5-7日
福島高専
日㻌
WBC 測定、など
㻝㻝8月6、
月 㻢㻙㻣 日㻌 福島高専㻌
内部被ばく教育、㼃㻮㻯 測定など㻌
9月8日、

郡山女子大

放射線の基礎知識、内部被ばく教
育、WBC 測定など

㻌 10月2-4日
①㻌11月6-7日
疑似体験型による研修㻌
（㻴㻞㻢 年福島高専研修等にて
福島高専
内部被ばく教育、WBC
測定など
実施）㻌
① 実習を通して学んだ放射線の知識を、
疑似体験型による研修 （H26 年福島高専研修等
放射線にあまり詳
にて実施）
しくない人たちへ、分りやすく伝えるにはどうしたらよ
実習を通して学んだ放射線の知識を、放射線にあ
いかということに着目して受講者同士で話し合い、受講
まり詳しくない人たちへ、分りやすく伝えるにはど
者が先生役と生徒役に分かれて霧箱やサーベイメータを
うしたらよいかということに着目して受講者同士で
使った模擬授業を行いました。さらに、学園祭などのイ
話し合い、受講者が先生役と生徒役に分かれて霧箱
ベントでは、一般の方々に研修で学んだ内容を伝え、放
射線に関する知識を他者へ伝えることの難しさが理解さ
やサーベイメータを使った模擬授業を行いました。
れました。
さらに、学園祭などのイベントでは、一般の方々に
自治体が除染を進める場合、住民説明会を開催し、事前
研修で学んだ内容を伝え、放射線に関する知識を他
了解を得ることを前提としており、
「対話の場」を学生に
者へ伝えることの難しさが理解されました。
体験してもらうために、模擬住民説明会の体験学習を行
自治体が除染を進める場合、住民説明会を開催し、
いました。これにより、住民対話の必要性や重要性が理
事前了解を得ることを前提としており、
「対話の場」
解されました。
を学生に体験してもらうために、模擬住民説明会の
②㻌 現場体験型による放射線測定研修（㻴㻞㻣 年福長岡科技
体験学習を行いました。これにより、住民対話の必
大研修にて実施）㻌
要性や重要性が理解されました。
放射線計測の基礎や放射線測定器の原理などについて
講義を受けたのち、実際の除染現場や除染後に発生する
廃棄物の仮置き場で、放射線量を測定する体験学習を実

図  仮置き場での放射線測定実習

㻌
㻌
（3） 関係機関との連携に支えられた人材育成
（㻟）㻌 関係機関との連携に支えられた人材育成㻌
研修実施に当たり、育成対象となる若手の方々に呼び
研修実施に当たり、育成対象となる若手の方々に呼び
かけるとともに、研修の場が必要となることから、若手
かけるとともに、研修の場が必要となることから、若手
の教育を進める大学等の教育機関と協力協定を締結し、
の教育を進める大学等の教育機関と協力協定を締結し、
これら機関による呼びかけや研修場の提供の協力を得
これら機関による呼びかけや研修場の提供の協力を得
て、人材育成活動を進めました
2 参照）
て、人材育成活動を進めました （表
表  参照
。。
表 
表
2 連携協定一覧
連携協定一覧
協定締結先㻌
協定締結先

協定の内容、締結時期㻌
協定の内容、締結時期

福島県との連携協力協定㻌

除染に関する知識の普及及び理解
除染に関する知識の普及及び理解
の促進など㻌
（Ｈ㻞㻠㻘㻟
月締結）㻌
の促進など（Ｈ
24,3
月締結）

福島県との連携協力協定

福島県、国立環境研究所との環

福島県、国立環境研究所との環境
境創造センター連携基本協定㻌
創造センター連携基本協定

情報収集・発信、教育・研修・交流㻌
情報収集・発信、教育・研修・交
（㻴㻞㻣㻘㻠 月締結）㻌
流（H27,4 月締結）

福島県環境創造センターにおけ

成果発信と成果利用促進（㻴㻞㻣㻘㻠 月

福島大学との連携協力協定㻌

人材の交流と育成、共同研究など㻌
人材の交流と育成、共同研究など
（Ｈ㻞㻟㻘㻣
月締結）㻌

福島県環境創造センターにおける
成果発信と成果利用促進
る連携協力に関する実施協定㻌
締結）㻌
連携協力に関する実施協定
（H27,4 月締結）
福島大学との連携協力協定

高専機構、福島工業高等専門学
校との連携協力協定㻌
高専機構、福島工業高等専門学校
との連携協力協定

（Ｈ
23,7 月締結）
人材育成・人材交流の相互支援など㻌

（Ｈ㻞㻠㻘㻟
月締結）㻌
人材育成・人材交流の相互支援な

ど（Ｈ 24,3 月締結）
㻌
３．環境創造センターを拠点とした今後の取組㻌
３．環境創造センターを拠点とした今後の取組
平成  年度から本格的に活動を開始する環境創造
平成
28 年度から本格的に活動を開始する環境創造セ
センターでは、福島県、国立環境研究所、原子力機構
が、三位一体となって復興に向けた活動を行います。
ンターでは、福島県、国立環境研究所、原子力機構が、
専門家で構成される運営戦略会議にて策定した
「中長
三位一体となって復興に向けた活動を行います。専門家
期取組方針」では、モニタリング、調査研究、情報収
で構成される運営戦略会議にて策定した
「中長期取組方
集・発信及び教育・研修・交流の４つの事業を推進す
針」では、モニタリング、調査研究、情報収集・発信及
ることとしており、この中の「教育・研修・交流」事
び教育・研修・交流の４つの事業を推進することとして
業は、ふくしまの未来を創造する力を育むため進める
おり、この中の
「教育・研修・交流」事業は、ふくしま
事業です。機構はこの方針に基づき、福島県及び国立
の未来を創造する力を育むため進める事業です。機構は
環境研究所、その他国内外関係機関と連携し、今後も
この方針に基づき、福島県及び国立環境研究所、その他
コミュニケーション活動と人材育成活動に取り組み
国内外関係機関と連携し、今後もコミュニケーション活
ます。地域の方々の不安等を少しでも解消していくた
動と人材育成活動に取り組みます。地域の方々の不安等
めの理解促進活動などを継続します。さらに、環境回
を少しでも解消していくための理解促進活動などを継続
復に係る研究開発を通じて得た、これまでの研究者や
します。さらに、
環境回復に係る研究開発を通じて得た、
若手の人材育成の実績をもとに、
より一般の方を対象
これまでの研究者や若手の人材育成の実績をもとに、よ
として進める福島県の人材育成にも貢献していきま
り一般の方を対象として進める福島県の人材育成にも貢
す。
献していきます。
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